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
山陽道を歩こう２０１８

健康ウォーク＆歴史探訪

≪秋の陣 vol.17 徳山城下から花岡御茶屋へ ～さらば沢田大堤、ハロー狐の花嫁さん～≫ ※雨天中止
日時 11 月 3 日(土) 集合場所・時間 JR 徳山駅前図書館の前に 9 時集合
コース 徳山駅→さすり仏→徳山七土碑跡→千日寺→周南緑地【昼食】
早乙女塚→沢田大堤→見上坂→花岡本陣・稲荷祭【15 時 30 分予定】
参加費 200 円(資料代・保険代) 持参物 お弁当・飲み物 事前申込 不要
問合せ先 山陽道を歩こう会 ℡：090-6410-7939（西村侍）

安田の糸あやつり人形芝居 上演会
日時 11 月 4 日(日) 14 時～15 時 30 分
会場 安田集会所

第３回 とくぢ伝統芸能まつり

※車でご来場の際は三丘市民センターの駐車場をご利用ください

（〒745-0631 周南市安田 562-2 《三丘市民センターより徒歩 2 分》
）

プログラム
14：00～ 「放課後子ども教室」参加児童による『さくら』発表
14：15～ 「安田の糸あやつり人形芝居保存会」による上演『艶容女舞衣(はですがたおんなまいぎぬ)酒屋の段』
14：45～ 「三丘小 5・6 年生」児童による『傾城阿波の鳴門 順礼歌の段』発表
参加費 無料 申込 不要。どなたでもご参加ください！
問合せ先 周南市安田の糸あやつり人形芝居保存会
℡：090-8360-2869（西岡典子）又は 0833-92-0177（三丘市民センター）

第 46 回 周南おりがみ研究会 例会
日時 11 月 4 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 申込方法 電話・メール 〆切 なし
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
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２回 あちこち“ほん”わか日和 in 山口（共催：徳山あちこちマルシェ実行委員会）
日時 11 月 10 日（土）～ 11 月 18 日（日）
内容 ゲストによるトークショーや「徳山駅前古本市」など『本』にまつわる様々なイベントを展開
問合せ先 あちこちほんわか日和実行委員会 ※詳細は下記の Facebook ページをご確認ください
Facebook：https://www.facebook.com/achikochi.honwaka.yamaguchi/
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周南ウオーキング協会
＜11 月例会

ケイトウの花咲く道ウオーク（光市）＞

月例会

☂小雨決行

日時 11 月 4 日（日）9 時 30 分～予定 14 時 30 分ころ 集合/受付 JR 島田駅に 9 時 30 分集合
コース JR 島田駅～三島コミュニティセンター～ケイトウの花咲く道～定光寺～龍珠院～満願寺～丸山公園～
イオン光店～日限り地蔵～島田コミュニティーセンター前【昼食予定】～清鏡寺：備中高松城城主：清水宗治菩
提寺～JR 光駅(ゴール)を巡る、約 15 キロを歩きます。 ▶コースはアップダウンがあります
持参物 弁当・飲み物 ※コース途中にコンビニあり
対象 ウオ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

℡ 090-2003-1639（藤井）

★詳細は、支援センターHP 掲載の“11 月の催し物”（チラシ）をご覧ください。

※交流コーナーの

だつきつだ ～子供の頃から吃音(どもり)で悩んでいる人へ～

利用状況によっては

日時 毎月 第１・第３水曜日 19 時 30 分～21 時 30 分

場所が変更になる

場所 周南市徳山駅前賑わい交流施設３階 周南市市民活動支援センター内 交流コーナー

可能性があります。

内容 一緒に吃音の悩みから解放されませんか？マインドフルネスなど認知行動療法を使って、吃音の悩みを手放しましょう。
※上記の日時に行いますので、関心のある方は遠慮なく参加してみてください。
見学だけでも OK です。聞きたいことがあれば気軽にお問い合わせください。

問合せ先 だつきつだ (寄尾) ℡：080-6321-0712

メール：yorio@datukitu.com

パーキンソン病友の会・周南ブロック【南天の会】月例会
※周南ブロック＝周南市・下松市・光市・熊毛・鹿野を含む。

日時 毎月 第３土曜日 10 時～12 時 場所 周南市学び・交流プラザ
問合せ先 全国パーキンソン病友の会周南ブロック ℡ 0834-22-7070 (アラタニ)
※留守電にメッセージ(パーキンソンの事で)を残して頂ければ折り返しお電話いたします。

＊＊お願い＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
鹿野・熊毛・下松・光でサポートして頂ける方が不在です。
漢字の“人”という字は二本の棒がお互いを支えあって成り立っています。
そうですお互いが“共助”し合う事です。“共助し合える場”を一緒に創りませんか！
・・・感じるものがあれば上記の問合せ先に連絡お願いします。

やまぐちの歴史おでかけ講座 ～意外と知らない？幕末の長州藩～
日時 11 月 10 日（土） 13 時 30 分～15 時 会場 周南市学び・交流プラザ 多目的ホール
講師 「田中 洋一」先生 …下関を拠点に数多くの講演活動や、各種メディアでご活躍中！
内容 改めて『幕末の長州藩』について、さまざまな視点から見つめ直すお話を、
「田中洋一」先生からお伺いします。
聴講料 無料 事前申込 不要 (どなたでも聴講可能ですので、お誘いあわせのうえ、当日会場までお越しください。)

問合せ先 周南市学び・交流プラザ ℡：0834-63-1188
新南陽郷土史会 事務局

℡：090-4693-8213 ／ 0834-62-1167
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助成金情報

助成金にはさまざまな分野《市民活動支援・環境保全・福祉・子どもの健全育成・災害救援など》があり、
この情報ひろばに掲載している助成金情報以外にもたくさんの助成金があります。
周南市市民活動支援センターでは、毎月メルマガにて各分野別にまとめた助成金情報を発信しています。
また、センター内には助成金情報のファイル設置や、年間スケジュールの掲示を行っていますので、
どんな助成金があるのかなど助成金に関心・興味のある方は、ぜひセンターにご来館ください！

環境市民活動助成

〆切：11/15

≪A．活動助成≫
対象団体 環境活動を行っている NPO 法人、一般社団法人、任意団体
対象活動
①自然環境の保護・保全…森林の保護・保全、里地里山・里海の保全、その他自然環境の保護・保全
②野生動植物種の保護・保全
③体験型環境学習活動
④暮らしの中のエコ活動
助成額 ◆NPO 法人、一般社団法人…助成対象経費に対し上限 200 万円／件
◆任意団体…助成対象経費に対し上限 100 万円／件
≪B．NPO 自立強化助成≫
対象団体
「環境の保全を図る活動」が活動分野として認証され、かつ法人として 3 年以上の活動実績がある NPO 法人
対象活動 上記≪A.活動助成≫と同様
助成額 助成対象経費に対し上限 400 万円／件（原則 3 年間の継続助成）
≪C．清掃助成≫
対象団体 環境活動を行っている NPO 法人、一般社団法人、任意団体
対象活動 ごみのない環境をつくる活動。公共性の高い場所で、年間を通じて定期的に行われている活動
助成額 助成対象経費に対し上限 20 万円／件
≪D．緑化植花助成≫
対象団体 環境活動を行っている NPO 法人、一般社団法人、任意団体
対象活動 緑と花咲く街並みをつくる活動。公共性の高い場所で行われる低木(成木時に 2m 以下までの品種)の
苗木、草花の種・苗・球根を植え、育てる活動
助成額 助成対象経費に対し上限 30 万円／件
※≪C．清掃助成≫と≪D．緑化植花助成≫の組み合わせのみ、重複申請が可能
≪E．設立 25 周年記念「山の森・海の森づくり助成」≫(平成 31 年度限定)
対象団体 環境活動を行っている NPO 法人、一般社団法人、任意団体
対象活動 「CO2 削減」と「豊かな自然環境の再生」を推進する活動
助成額 助成対象経費に対し上限 50 万円／件（原則 5 年間の継続助成）
≪以下、A～E の共通項目≫
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
問合せ先 一般財団法人 セブン-イレブン記念財団
メール：oubo.19b@7midori.org

℡：03-6238-3872

FAX：03-3261-2513

(平成 30 年 11 月 30 日まで開設)
http://www.7midori.org/josei/index.html
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防災教育チャレンジプラン募集 〆切：11/22

★ネット申請

目的 全国で取り組まれつつある防災教育の場の拡大や質の向上に役立つ共通の資産をつくることを目的に、新しいチャ
レンジをサポート
対象
①防災教育を一層充実させたいと考えている教育・社会福祉施設（保育施設・幼稚園・学校等）
、教育委員会、NPO、民
間企業、個人、地域団体（民間事業所、各種団体、行政機関）
②採択された場合は、都内にて開催予定の実践団体決定会、中間報告会、最終報告会の計 3 回の会合に出席できること
助成額 プラン実践にかかる経費の提供(上限 30 万円)／件
〆切 11 月 22 日(木)15 時までに、応募企画書をホームページにアップロード
問合せ先 防災教育チャレンジプラン実行委員会事務局

FAX：03-3556-8217

メール：cpinfo2865@bosai-study.net

http://www.bosai-study.net/boshu/index.html

山口県予防保健協会助成事業

〆切：11/30

対象団体 山口県内に所在する民間団体(法人、任意の種別は不問)とし、以下の要件①～③を備えている団体
①助成対象団体としての意思決定により助成にかかる活動を執行でき、確実に経理処理すること
②規約を有していること

③代表者が明らかであること

対象活動 がんをはじめとした生活習慣病等の疾病の予防と健康の保持増進へ向けた普及啓発活動 等
対象事業の実施期間 毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで
助成額 助成対象経費に対し上限 10 万円／件

〆切 11 月 30 日(金)

問合せ先 公益財団法人 山口県予防保健協会 総務グループ 担当(石井・板垣)

℡：083-933-0008

https://www.yobou.or.jp/blog/2018/05/08/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%91%ef%bc%98%e5%b
9%b4%e5%ba%a6%e5%8a%a9%e6%88%90%e3%81%ae%e5%8b%9f%e9%9b%86%e3%81%ab%e
3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/

公益財団法人 三菱 UFJ 信託地域文化財団 2019 年度助成

〆切：11/30

対象団体 永年地域文化の振興に寄与してこられた団体、とりわけ地域の音楽・美術・演劇・伝統芸能の各分野において努
力されている諸団体
対象事業 国内の団体・法人が国内で行う、地域文化振興に寄与し、文化・芸術的に優れた公演・展覧会等
①音楽部門…地域で継続的に活動しているアマチュアの音楽団体の公演
②美術展部門…各地の美術館等が地域の人々に優れた美術品の鑑賞の機会を提供する展示活動等
③演劇部門…地域で継続的に活動しているアマチュアの演劇団体の公演
④伝統芸能部門…各地の伝統芸能の伝承と保存、後継者の育成を図るための公演（祭例での奉納神事や伝統行事は対象）
対象事業の実施期間 平成 31 年 4 月 1 日～平成 32 年 3 月 31 日
助成額 特に定めなし（近年の実績…20 万円～70 万円程度／件）
問合せ先 公益財団法人 三菱 UFJ 信託地域文化財団 事務局

〆切 11 月 30 日

℡：03-3272-6993

FAX：03-3272-6994

http://mut-tiikibunkazaidan.or.jp/

【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/
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