市民活動グループのイベント・助成金情報が満載！
２０１８年

７月号
イベント情報
周南ウオーキング協会
＜７月例会 徳山の石碑巡り＞

月例会

★小雨決行

日時・集合場所 7 月 1 日（日） 8 時 35 分～予定 13 時 30 分ころ
JR 徳山駅みなと口(新幹線口)２階待合所に 8 時 35 分集合
※7 月～9 月の集合時間は、原則、夏時間とし早めの集合時間とします
コース
JR 徳山駅～晴海公園：五郷登陸處碑～熊野神社：旧藩台場跡(標石)～代々木公園～児玉公園：
児玉源太郎銅像・ジャカランダの花開花！～児玉神社：勤王七士之碑(標石)・徳山七士碑・児
玉将軍旧邸～旧藩新角場跡(標石)～本城清誕生地・江村彦之進屋敷跡(標石)～周南西緑地：スイ
レンの花開花！～周南緑道～キリンビバレッジ総合スポーツセンター～遠石八幡宮・早乙女之
碑～JR 櫛ヶ浜を巡る、約 12 キロを歩きます。
持参物 弁当・昼食時の敷物・飲み物 ※コース途中のスーパーで弁当購入可能
対象 ウォーキングマナーが守れる方
参加費 ◆一般（会員外）
：300 円

◆県内ウオーキング協会会員：100 円

◆周南ウオーキング協会会員・中学生以下：無料
問合せ先 周南ウオーキング協会（藤井）

℡ 090-2003-1639

★詳細は、支援センターHP 掲載の“7 月の催し物”（チラシ）をご覧ください。

第９回 泥んこ祭り in 長穂 ～Nagao Mud Festival～
日時 7 月 22 日（日） 9 時～16 時頃 ※小雨決行・荒天は 7 月 29 日(日)に延期
場所 周南市長穂国道 315 号線沿い特設田 駐車場 旧長穂小学校グラウンド
内容 ＜チーム対抗！泥んこロワイアル！＞
★泥んこバレー ★RFF(ライスフィールドフラッグ) ★泥んこ玉入れ
＜こどもどろんこあそび＞小学生以下対象・当日飛び入り参加 OK！（受付 9 時 30 分～11 時）
＜旨いもの市 in 長穂＞も同時開催！！
各地域より、自慢の一品が持ち寄られます。
（出店者については Facebook にて随時お知らせ）
競技に出られない方でも楽しめるイベントとなっています。
“旨いもの”を楽しみながら、出場選手達の熱い戦いに声援を送りませんか？
問合せ先・詳細 長穂青年部

URL：www.nagao-doronko.com

港・とくやま ～夢とロマンの船舶模型展 13～
期間 6 月 28 日(木)～7 月 1 日(日)
時間 10 時～18 時 ※最終日は 17 時まで
場所 周南市文化会館 練習室 1(地下 1 階) 入場料 無料
問合せ先 周南船舶模型同好会 ℡：0833-72-3991(中村)
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長穂青年部

検索

“楽しく作って学ぶ”ものづくり科学教室 ～親子で科学工作～
日時 毎月第 3 日曜日 13 時～(約 2～3 時間) 会場 久米市民センター（久米公民館）
対象 親子（家族） ※体験見学も歓迎します
内容≪2018 年度 7 月、8 月予定：教室のテーマ概要.≫ ※講師の都合等でテーマを変更することもあります。
7 月：植物を使ってものづくり／種子標本・匂い袋・茶
8 月：3D プリンターの実習
8 月：水ロケット製作と打ち上げ
8 月：社会見学
参加費 無料～500 円程度 (年会費：無料、初回登録費：300 円)
申込方法 電話・メール

〆切 随時

※参加を希望される方は、事前に登録をしてください。なお、興味のあるテーマだけでの参加も可能です。

問合せ・申込先 日本宇宙少年団 周南分団
℡：0833-71-2178 (志水) メール：toyo53@agate.plala.or.jp
★実験・工作の補助、講師・指導等を行うボランティアスタッフも募集しています。(事前の研修で補助・指導できるようになります)
ものづくり、工作、実験、科学、子どもが好きな方、講師として知識・技術・経験を青少年教育に活かしてみませんか？
資格不要、年齢・性別不問。女性、学生も歓迎！
2 ヶ月に 1 回等ご都合の良い時の参加で構いません。体験・見学はいつでも受け入れていますのでお気軽にご連絡ください。

第４２回 周南おりがみ研究会 例会
日時 7 月 22 日（日）9 時～12 時

場所 周南総合庁舎 2F ふれあいルーム 対象 小学生以上の方

内容 おりがみに関する研究・発表・交流 持参物 筆記用具定員 20 名程度（先着順）
参加費 初回無料。入会ご希望の方には年会費の詳細を当日説明 申込方法 電話、メール 〆切 なし
問合せ・申込先 周南おりがみ研究会（松田）℡：080-1942-9222
メール：kuniom1119@outlook.jp

「徳山駅前図書館サポーター」募集！
＜図書館サポーターの主な活動＞

図書館とサポーター

①図書館を利用される方々への課題解決や情報提供等の協力

まちと人

②サポーターの専門分野を活かした出張講座の開催

繋げていくことで

③えき・まちスタンドの運用による教育・文化・賑わい醸成

共に活性化していく

④その他、様々な連携策の模索を行い、周南市全体の活性化につなげていく
(えき・まちスタンドとは…まちの情報発信を行う場所となります。図書館サポーター登録をいただいた団体が
ご利用いただけます。詳しくは図書館 HP の「えき・まちスタンド」の運用ルールをご確認ください。)

募集対象 周南市内で店舗・会社・事業所・地域活動団体・NPO 法人等の市民活動団体
申込方法 下記の URL か右記の QR コードより図書館サポーター登録シートにご記入の上、
FAX または持ち込みにてお申し込みください。
https://shunan.ekimae-library.jp/ja/info_page/1469
FAX 先：0834-32-3303 (周南市中心市街地活性化協議会 事務局)
持ち込み先：周南市立徳山駅前図書館 3 階カウンター
問合せ先 周南市中心市街地活性化協議会 ℡：0834-31-3000
周南市立徳山駅前図書館 ℡：0834-34-0834
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QR コード⇨

助成金情報
共創プロジェクト：第 2 期 7 月 2 日(月)～募集開始！

(〆切：7/31)

≪共創プロジェクト 第 2 期≫
対象団体 周南市民が主体的に参画し、周南市の地域の課題解決に継続して取り組む、
2 つ以上の団体が連携した団体(連携主体)
(例) 地域団体や NPO 法人等の市民活動団体、学校、企業等による連携主体
対象事業 連携主体が周南市まちづくり総合計画の実践的展開につながる周南市域を対象とした
公益的、持続的、先進的な事業 (次の①～⑨を参考)
①教育・子育て ②生涯学習・人権 ③地域づくり

④安心安全 ⑤福祉・健康・医療

⑥都市基盤

⑨その他

⑦産業・観光

⑧環境共生

補助金額 10 万円～100 万円 (補助率：10/10)

※支援件数 25 件程度

募集期間 7 月 2 日(月)～7 月 31 日(火)
≪共創プロジェクト 事前説明会＆対話集会≫ ★参加料：無料
●補助金を活用し、地域の課題解決に取り組みたい皆さんを対象に、
「共創プロジェクト事業」に関する
説明・相談および団体同士の交流の機会をご用意しました。どうぞお気軽にご参加ください。
日時 6 月 30 日(土) 10 時 30 分～12 時
会場 周南市市民活動支援センター内 交流コーナー

※参加希望人数により変更あり

申込み方法 参加希望日時、氏名、団体名、連絡先を FAX・電話・メールのいずれかでお申し込み
問合せ・申込み先 周南市役所 地域づくり推進課（兼平）
℡：0834-22-8412 FAX：0834-22-8428 メール：kyodo@city.shunan.lg.jp
周南市市民活動支援センター（穴田） ℡：0834-32-2200 FAX：0834-32-2201
メール：shiencent@city.shunan.lgjp
関連 HP：http://shunan-chiikijoho.jp/co-creation/

社会福祉助成プログラム 前期

(〆切：7/12)

対象団体
①社会奉仕の精神と志に富み、公益性かつ実効性の高い事業を行う団体
②内部管理体制が整備されており、永続性のある非営利活動団体。
（法人格の有無は不問）
※個人の場合は別途ご相談ください
対象事業 ➀学術・科学技術、または文化・芸術の振興を目的とする事業
②労働意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業
③公衆衛生の向上を目的とする事業
④児童または青少年の健全な育成を目的とする事業
⑤教育・スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養することを目的とする事業
対象活動の実施期間 平成 30 年 10 月～平成 31 年 9 月
助成内容 選考により決定した助成対象に対し、助成金・奨学金を授与
問合せ先 (公財)森村豊明会 事務局 ℡：03-6268-8308 FAX：03-3501-7322
メール：zai_sec.06@morimura-houmeikai.jp
http://morimura-houmeikai.jp/recruitment/
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プロジェクト未来遺産 2018

(〆切：7/20)

★要推薦
対象分野 学術・芸術／環境保全
対象団体 以下のすべてを満たす団体
①地域の人が主体となって運営していること

(公財)日野自動車グリーンファンド

②特定の宗教や政治に偏らない非営利団体(公益法人・

平成 30 年度助成事業 (〆切：7/31)

任意団体)であること
(※ユネスコ協会、国・地方公共団体、自然・文化関

対象 活動の基盤が日本国内で、原則として設立 2 年以上

連団体等の各種団体からの推薦を得られること)

を経過しており、活動実績がある団体・グループ・個人等

③2 年以上の団体活動実績があること

対象事業

④特定の政治、宗教活動を目的とする団体ではないこと

①自然環境保全に資する樹木や草花の植栽の実施

対象事業

②自然環境保全の実施

①市民が主体となって地域の文化（建造物や遺跡等

③自然環境保全に資する調査や研究の実施

の有形、演劇・技術・祭り等の無形文化）を守り

④自然環境保全に資する教育や諸啓発活動の実施

継承するプロジェクト

助成対象期間
平成 30 年 11 月 1 日～平成 31 年 10 月 31 日

②市民が主体となって自然（自然景観や生態系等）

助成額 総額として 900 万円程度(予定)

を守り継承するプロジェクト

問合せ先 (公財)日野自動車グリーンファンド 事務局

③自然災害からの自然・文化の復興をテーマとする

℡：042-586-5369 FAX：042-586-4923

プロジェクト

メール：hinogf@hino.co.jp

助成額「プロジェクト未来遺産」登録時に

https://www.hino.co.jp/csr/greenfund/prom

応援金 20 万円を贈呈

otion.html

問合せ先 (公財)日本ユネスコ協会連盟事務局内
未来遺産運動事務局

第 33 回 社会福祉助成金

℡：03-5424-1121 FAX：03-5424-1126

(〆切：7/31)

対象団体 原則として法人・団体

メール：mirai@unesco.or.jp

法人格を持たないものであっても、特に助成するこ

http://www.unesco.or.jp/mirai/

とにより効果が期待できる場合は対象

第 53 回「NHK 障害福祉賞」体験作文募集

※申込み用紙のコメント欄に、都道府県・市区町村

(〆切：7/31)

社会福祉協議会または県および市区町村行政の福祉

対象者

関係部署からのコメントが必要

障害のある方、
または障害のある方とともに歩んでいる方

対象事務局 社会福祉に関する民間の事業

募集部門

(例) 障がい者の福祉向上案件、難病案件、虐待防防止案件

＜第 1 部門：障害のあるご本人の部門＞

助成額 助成対象経費に対し上限 60 万円／件
(年間総額 700 万円)

…学校や施設での生活、自立や就労への挑戦、また自分
の生きてきた道など、自分の体験記録をお寄せください

問合せ先 (一財)松翁会

＜第 2 部門：障害のある人とともに歩んでいる人の部門＞

℡：03-3201-3225 FAX：03-3201-3250

…教育・指導の実践、親と子の成長の記録、仕事や

http://shouohkai.or.jp/zaidanhojin_shououkai/

行事を通しての交流など、ともに生きてきた体験記
【編集・発行】

をお寄せください

周南市市民活動支援センター

賞金額 各賞に応じて賞金 5 万円～50 万円

〒745-0034 周南市御幸通 2 丁目 28 番 2
徳山駅前賑わい交流施設 3 階
TEL：(0834)32-2200／FAX：(0834)32-2201
メール：shiencent@city.shunan.lg.jp
URL：http://shunan-chiikijoho.jp/support/

問合せ先 NHK 厚生文化事業団「障害福祉賞」係
℡：03-3476-5955 FAX：03-3476-5956
https://www.npwo.or.jp/info/9191
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