
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民活動グループのイベント・助成金情報が満載！ 

イベント情報 

＜10 月例会 西国街道ウオーク（和木町・大竹市・廿日市市）＞ ※小雨決行 

日時 10月 28日（日）9 時 25分～1次ゴール予定 14時 30分ころ／2 次ゴール予定 16時 30 分ころ 

集合場所・時間 JR 和木駅西口に 9 時 25分集合 

コース 和木駅～大和橋～道標（木野村・石州道、岩国・下関道、広島・上方道）～油見の一里標～亀居城址

［亀居公園］～おがたピア(大竹市地域福祉会館)【昼食】～玖波の卯建の町並み～高札場跡と角屋釣井～馬た

めし峠～鳴川の石畳～ＪＲ玖波駅：1 次ゴール【距離 13.7キロ】～長坂(四十八坂の西の起点)～八坂公園～

三県一望の地・吉田松陰腰掛岩～残念社～石畳の道～塩屋坂(四十八坂の東の起点)～塩屋一里塚跡・今川貞世

歌碑～ＪＲ大野浦駅：ゴール【距離 20.2 キロ】 

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 

周南ウオーキング協会 月例会（特別例会） 

日時 10月 16日（火）～10 月 21 日（日）  

9 時～22時 ※最終日は 17 時まで 

会場 スターピアくだまつ ハート・フロア  

入場料 無料 

問合せ先 周南写友クラブ 代表：内山和則  

（世話人：山田正明 ℡：0834-26-0547） 

＊＊＊＊＊＊＊＊新会員募集＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

「周南写友クラブ」では新しい会員を募集しています。 

写真・撮影に興味のある方、上記の連絡先へお問い合わせ

ください！また、作品展会場でもお待ちしてます‼ 

周南写友クラブ 第 25 回作品展 
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日時 10月 7日（日）9時～12時 場所 県総合庁舎 7F きずなルーム  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） 

参加料 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 

第 45 回 周南おりがみ研究会 例会 

mailto:kuniom1119@outlook.jp
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≪“できた！”喜びを体感！ けん玉であんなことも⁉ 多彩な技にビックリ！≫ 

日時 9月29日(土)／9月30日(日)／10月20日(土)／10月21日(日) いずれも9時～17時 

場所 山口ゆめ花博会場 森のピクニックゾーン「みんなのガーデンハウス」（屋外テント） 

内容 けん玉体験コーナーでは、体験者の皆様に「チャレンジカード」を配布します。カードの中に記載している、

色んなけん玉遊びを体験していきましょう！初めてけん玉を触る、という方にも、分かりやすいガイドブックを

用意！さらにスタッフが丁寧にレクチャーも致しますので、お気軽にお楽しみください♪ 

そして体験者の皆さんには参加賞があります。他にも抽選でけん玉グッズが当たるプレゼント企画やスタッフによる、

ちょっとしたサプライズ企画も‼ 多くの皆さんのご来場をお待ちしています！ 

主催 日本けん玉協会 山口県支部 ※イベント内容・最新情報発信中！→ 

 

 

 

 

ゆめの未来公園でけん玉にさわって あそんで 新はっけん！：周南けん玉教室 

 

日時 10月 28日（日）11 時～ 参加〆切 なし。当日の飛び入り参加OK！ 

イベント内容  

『オープントップバス・ハロウィンツアー ～オープントップバスでハロウィンカーニバルを楽しもう～』 ※要予約 

『仮装パレード ～周南市の街中を仮装して練り歩こう‼～』 参加条件：仮装していること (参加無料) 

『仮装コンテスト ～ギャラリーを驚愕させる、奇想天外な仮装者達集まれー‼～』 ※事前のエントリーが必要 

その他にも『ハロウィンマルシェ』の同時開催や『お菓子まき』、『大人のハロウィンナイト』もあります♪ 

問合せ先 新町ジャンクション ℡：0834-22-1817（松森 賀子） 

★イベント内容の詳細や、予約・エントリー方法などは下記のホームページからご確認ください。 

ホームページ：www.shinmachi-junction.com/ 

 

≪自分のカラダの歪み知っていますか？ ～将来の健康のため・生涯の仕事のために～≫ 

日時 10月 21日（日）9 時 30分～【受付：9時 15 分～】 場所 かんぽの宿・湯田(山口市神田町 1-42) 

特別講師 中嶋敏範先生 参加費 18,000 円［ペア：23,000 円］ 申込〆切 10月 9 日（火） 

準備用具 タオル、筆記用具 ※動きやすい服装でお越しください 

このような方が受講されています 

▶腰痛・肩こり・神経痛などでお悩みの方 ▶みんなに喜ばれる技術を身につけたい方 

▶美容や健康に対して関心がある方    ▶転職・独立・副業・開業を志す方 

参加特典 当院での施術が 1 回無料！そして、カイロ本＆体操用ゴムバンドをプレゼント‼ 

問合せ・申込先 Curatifクラティフ(周南市大字上村 236)：井澤久恵 ℡：090-4144-1613 

第 4 回 ハロウィンカーニバル 2018 

🔍 Yumehana_kendama 🔍 ちょるけん 

＊＊＊「周南けん玉教室」…学校帰りの親子を中心に賑わう、多彩なけん玉遊びを交えて楽しく行う練習会！＊＊＊ 

今宿市民センター：毎週金曜日 ／ 中央地区市民センター：第 2・第 4 木曜日 １5 時 30 分～17 時 

詳細は下記の Facebook または Goo ブログでご確認ください。 

 

 

 

Facebook：www.facebook.com/shunan.kendama   Ｇoo ブログ：https://blog.goo.ne.jp/shunan-kendama 

カイロプラクティック 1 日教室：ＮＰＯ法人 カイロプラクティック教育諮問委員会 周南ブロック 

http://www.shinmachi-junction.com/
http://www.facebook.com/shunan.kendama
https://blog.goo.ne.jp/shunan-kendama


 

 

共創プロジェクトプロデューサー養成講座 〆切：9/27 

対象 地域づくり実践者の方で、地域づくりのプロデュースに関心のある方。 

また、共創プロジェクトにプロデュース側から関わりたい方。 

日時 9月 29日（土）／10 月 6日（土）両日 9時 30 分～17時 定員 10 名(先着順) 受講料 無料 

場所 周南市役所本庁シビックプラットフォーム 1階多目的室 内容 座学研修 2 日間 持参物 不要 

申込方法 電話または必要事項をご記入の上、メールかファックスでのお申し込み 申込〆切 9月 27 日（木） 

     ※必要事項≪住所、氏名、年齢、所属団体名、電話番号、メールアドレス≫ 

申込・問合せ先 地域づくり推進課 地域づくり支援担当 

℡：(0834)22-8412 FAX：(0834)22-8428 メール：kyodo@city.shunan.lg.jp 

 

 

 

 

 

「認定 NPO 法人取得資金」の助成 ★要推薦 〆切：10/12 

対象団体 社会福祉分野で活動し、認定 NPO 法人の取得を計画している特定非営利活動法人 

※事業の相談や連携をしている先の推薦が必要 

助成内容 認定NPO 法人の取得に関する費用（使途は不問） 

※原則として平成 32年 3 月末までに所轄庁（都道府県・政令指定都市）に「認定」の申請を行うことが必要 

助成金額 30万円／団体 

問合せ先 (公財)損保ジャパン日本興亜福祉財団 ◇問合せは HP 内の「お問い合わせ・ご相談」ページからお願いします 

https://www.sjnkwf.org/jyosei/nintei-npo.html 

 

花王・みんなの森づくり活動助成 〆切：10/14 

対象団体 身近な緑を守り育てる活動、身近な緑の大切さを次世代に伝える活動に取り組んでいる団体 

(任意の市民団体、NPO、町内会・自治会、学校など) 

対象活動 以下の A～D の活動 

A.持続可能な森づくり活動…身近な場所に木を植え育て、適正に間伐・伐採し再生する持続可能な森づくりに取

り組む活動 

B.人づくり活動(環境教育活動)…身近な緑に触れ合いながら体験を通じて学ぶ、環境の中で行う、未来の環境のた

めの教育活動 

C.花と緑のコミュニティづくり活動…地域の資源を大切にし、広場や道路の緑地帯などの手入れ、花や緑などを

いかした名所づくりや地域おこし、地域への誇りや愛着を育む活動 

D.地域の生物多様性を守る活動…絶滅が危惧される種を保全したり、地域の生態系に悪影響を及ぼすと懸念され

る外来植物を駆除するなど、植生の回復を通じて生物多様性の確保に資する活動 

対象活動の実施期間 平成 31 年 3 月～平成 34年 3 月の 3年間 

助成額 助成対象経費に対し、1・2 年目…上限 50 万円／年  3年目…上限 25万円／年 

問合せ先 (公財)都市緑化機構 みんなの森づくり事務局 メール：midori.info@urbangreen.or.jp 

℡：03-5216-7191 FAX：03-5216-7195 

https://urbangreen.or.jp/info-grant/kao/minmori2018_boshu 

 

助成金情報 
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周南市からのお知らせ！ 

mailto:kyodo@city.shunan.lg.jp
https://www.sjnkwf.org/jyosei/nintei-npo.html
mailto:midori.info@urbangreen.or.jp
https://urbangreen.or.jp/info-grant/kao/minmori2018_boshu


 

第 14 回 TOTO 水環境基金 〆切：10/20 

対象団体 営利を目的としない日本国内で活動している市民活動団体（法人格の有無や種類は不問） 

対象活動 ①地域の水環境や生物多様性の保全・再生につながる実践活動 

②スタートアップ・ステップアップをめざす市民団体の活動 

対象活動の実施期間 平成 31 年 4 月 1日～(最長)平成 34年 3月 31日 

助成額 助成対象経費に対し上限 80 万円／年×最長 3 年（最大 240万円） 

問合せ先 TOTO(株)総務部 総務第二グループ(担当：津田、原)  

℡：093-951-2224 FAX：093-951-2718 

https://jp.toto.com/company/csr/environment/mizukikin/group/index.htm 

 

第 29 回 コメリ緑資金 〆切：10/31 

対象団体 活動地域が団体所在地の市町村であり、営利を目的に活動していない団体 

対象活動 ①緑化植栽活動…花や緑にあふれるふるさとづくりを目的とした、道路沿いや公園隣地などで行う「花

いっぱい運動」など、地域住民が自ら行う植栽活動 

②自然環境保全活動…緑豊かなふるさとづくりを目的とした、山林や河川敷、里地里山などで行う自然環境の保

護保全活動や整備、植樹活動 

※自治体の指定管理者として管理している施設・場所で行う緑化活動ではないこと 

対象活動の実施期間 平成 31 年 4 月 1日～平成 32 年 3 月 31日 

助成額 有識者を中心とする審議委員が助成額を決定 

問合せ先 公益財団法人コメリ緑育成財団 事務局 ℡：025-371-4455 FAX：025-371-4151 

メール：midori@komeri.bit.or.jp                       www.komeri-midori.org/ 

 

 

 

2019 年度「県域安全事業」助成 〆切：10/15 

対象団体 次のいずれかに該当し、申請時点で助成対象事業のいずれかに該当する事業を過去 3 年以内に実施し

た実績を有する団体 

A．公益社団・財団法人  B．一般社団・財団法人 

C．NPO 法人       D．営利法人を除き、A～C 以外の法人格を有する団体 

E．法人格を有しないが、助成対象事業を実施するための体制を有すると財団が認める団体 

対象事業 1つの都道府県の域内において、複数の市町村にわたって行われる次の事業のいずれか 

①地域社会との連携による安心・安全なまちづくり  ②子どもを守る対策  ③女性等を守る対策   

④高齢者を守る対策  ⑤少年の非行防止と健全育成  ⑥組織犯罪対策  ⑦薬物乱用防止対策 

⑧犯罪被害者支援  ⑨出所者の再犯防止対策  ⑩その他犯罪情勢に対応した対策 

対象事業の実施期間 平成 31 年 4 月 1日～平成 32 年 2 月 10日 

助成額 助成対象経費に対し上限 100 万円／件 

問合せ先 (公財)日光組社会安全研究財団 事務局（安全事業助成募集係） FAX：03-3219-2338 

メール：：anzen19@syaanken.or.jp（2018 年 9 月 1 日から 10 月 15日までの期間限定アドレス） 

https://www.syaanken.or.jp/?p=10332 
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【編集・発行】 周南市市民活動支援センター  

〒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 MAIL：shiencent@city.shunan.lg.jp 

URL：http://shunan-chiikijoho.jp/support/  

 

https://jp.toto.com/company/csr/environment/mizukikin/group/index.htm
mailto:midori@komeri.bit.or.jp
http://www.komeri-midori.org/
mailto:anzen19@syaanken.or.jp
https://www.syaanken.or.jp/?p=10332
mailto:shiencent@city.shunan.lg.jp
http://shunan-chiikijoho.jp/support/

