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
笑いヨガ ～笑う門には福来たる～
日時 12 月 15 日(土) 10 時 15 分～12 時

会場 周南市学び交流プラザ １階・交流室２

内容 『笑いヨガ』を中心に、笑って来年の良い運気を掴みましょう！
対象 ご本人様またはそのご家族様
参加費 1,000 円

定員 24 名(先着順)

申込〆切 12 月 8 日(土) 16 時まで

申込方法 お電話

申込先 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）
受付：月曜～金曜 16 時まで【土・日は受付しておりません】
※留守電にメッセージを入れてください。後ほど、折り返しご連絡致します。

第 12 回 徳山あちこちマルシェ
《徳山駅前図書館で最初！？平成は最後！？クリスマスマルシェ（仮）》
日時 12 月 23 日(日) 15 時～20 時 30 分
場所 徳山駅前図書館インフォメーションスペース&交流室
内容 周南冬のツリー祭りの集中イベントに合わせて、
徳山駅会場にクリスマスムードが広がるマーケットを展開
♢クリスマスおいしいブース

♢クリスマスマーケットブース(物販)

問合せ先 徳山あちこちマルシェ実行委員会
℡：080-2268-0232 FAX：0834-33-9613

第 34 回 周南冬のツリーまつり
≪開催期間中、約 90 万球の LED により徳山駅前を中心にイルミネーションが点灯‼≫
開催期間 平成 30 年 12 月 1 日(土)～平成 31 年 1 月 6 日(日)
会場 御幸通り、青空公園、PH 通り、平和通り
内容 ♢青空公園点灯式：12 月 1 日(土) 17 時 20 分～
♢ウィークエンドイベント：12 月 8 日(土)・15 日(土) 17 時 30 分～20 時 30 分（青空公園）
♦ファンタジックナイト：12 月 23 日(日祝) 16 時 30 分～20 時 30 分
＊メインイベントとなるファンタジックナイトでは、多くの屋台が並び、様々なステージイベント等を実施！
会場規制 車両通行止め：12 月 23 日(日祝) 15 時～21 時 30 分 ※詳細は決まり次第ご連絡
問合せ先 徳山商工会議所

℡：0834-31-3000

http://tokuyama-cci.or.jp/publics/index/111/
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周南けん玉教室（今宿・中央）
≪今宿≫

≪中央≫

日時 原則として、毎週金曜日(スケジュール参照)

日時 第 2・第 4 木曜日(スケジュール参照)

15 時 30 分～17 時（出入り自由）

15 時 30 分～17 時（出入り自由）

※お車の方は 16 時 45 分まで

※駐車場：有り

場所 周南市 今宿市民センター 1 階講堂

場所 周南市 中央地区市民センター 1 階ホール

【今宿：平成 30 年度スケジュール】

【中央：平成 30 年度スケジュール】

12 月

7 日・14 日・21 日

12 月

13 日・27 日

1月

11 日・18 日・25 日

1月

10 日・24 日

2月

1 日・8 日・15 日・22 日

2月

14 日・28 日

3月

1 日・8 日・15 日・22 日

3月

14 日・28 日

＜共通内容＞
内容 けん玉を使ったゲーム、もしかめ練習、級位認定会、ミニ大会など
対象 老若男女どなたでも
定員 なし

参加料 なし

持参物 けん玉(※貸しけん玉あり)、上履き、水筒、汗をかくので薄着で！
申し込み 不要

問合せ先 日本けん玉協会山口県支部・二級指導員 山本まり ℡：090-8362-7608
Facebook：www.facebook.com/shunan.kendama
Goo ブログ：https://blog.goo.ne.jp/shunan-kendama
※教室スケジュールが変更になる場合もあり。上記ページにてご確認ください。

第 117 回 周南ウオーキング協会 月例会
≪12 月例会 徳山 100 樹ウオーク（戸田・湯野地区編）≫ ☂小雨決行
日時 12 月 2 日（日）9 時 43 分～予定 15 時ころ 集合/受付場所 JR 戸田駅に 9 時 43 分集合
コース JR 戸田駅～道の駅ソレーネ周南～(戸田地区)オガタマノキ～(湯野地区)スイリュウヒバ～スダジイ～
クロガネモチ～楞厳寺大内菱を刻んだ大鬼瓦見学～エノキ～イヌマキ～ケヤキ～湯野市民センター【昼食予定】
～戸田市民センター～(戸田地区)ユズリハ～JR 戸田駅(ゴール)を巡る、約 17 キロを歩きます。
▶コースは上り坂があります。
持参物 弁当・飲み物 ※コース途中の道の駅ソレーネ周南で購入可能
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“12 月の催し物”(チラシ)をご覧ください。

第 47 回 周南おりがみ研究会 例会
日時 12 月 9 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
問合せ先 周南おりがみ研究会（松田） ℡：080-1942-9222 メール：kuniom1119@outlook.jp
2

お知らせ！

市民活動団体・地域団体のための「助成金活用講座」

〆切：12/5

≪助成金の基礎知識や申請のコツなど、助成金活用のためのポイントを分かりやすくお伝えします！≫
日時 12 月 8 日（土） 10 時～12 時（個別相談含む）
場所 周南市徳山駅前賑わい交流施設 3 階 交流室 1
内容 ◇助成金について ◇周南市ふるさと振興財団の助成金制度について
◇山口きらめき財団の助成金制度について（説明：公益財団法人山口きらめき財団 森永 小波氏）
◇個別相談（希望者のみ）
対象 ①市民活動団体 ②地域団体 ③その他助成金に関心のある方 定員 30 名程度 参加費 無料
申込 12 月 5 日までに下記の必要事項を記入して E メールまたは、チラシ裏面の参加申込書に記入し
FAX、来館のいずれかでお申し込みください。※チラシは HP からでもご確認できます。
【必要事項：①団体名 ②氏名 ③電話番号 ④メールアドレス ⑤個別相談 参加希望の有無】
申込・問合せ先 周南市市民活動支援センター ℡：0834-32-2200 FAX：0834-32-2201
メール：shiencent@city.shunan.lg.jp

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

助成金情報
社会福祉助成プログラム

〆切：12/13

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
①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
対象事業の実施期間 平成 31 年 3 月～平成 32 年 2 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 公益財団法人 森村豊明会 事務局

℡：(03)6268-8308

メール：zai_sec.06@morimura-houmeikai.jp

FAX：(03)3501-7322
http://morimura-houmeikai.jp/recruitment/

全日本社会貢献団体機構 2019 年度 助成事業

〆切：12/14

対象団体 日本国内に事務所・連絡先がある民間の非営利組織で、金融機関に申請団体名義の口座がある団体

等

（法人格の有無や種類は不問）
対象事業
①子どもの健全育成支援…概ね 18 歳以下の子どもを対象とする事業・研究
②災害復興コミュニティ支援…東日本大震災、熊本地震、北海道胆振東部地震、九州北部豪雨、西日本豪雨、台風など
対象期間 原則として平成 31 年 4 月～平成 32 年 3 月に展開する事業
助成額 助成対象経費に対し上限 250 万円／件
問合せ先 全日本社会貢献団体機構 事務局

℡：03-5227-1047

メール：josei-jigyo@ajosc.org

FAX：03-5227-1049

http://www.ajosc.org/subsidy/application.html
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第 20 回 食料・環境・ふるさと写真コンテスト

〆切：12/31

テーマ 水・土・人・くらし
…農林水産業を営む人々や生き物たちの豊かな表情、子どもたちの澄み渡る笑顔やわたしたちを優しく包む
農山漁村の風景、暮らしに潤いを与える花と緑の風景 など
応募資格 山口県内にお住まいの方
応募方法 応募用紙に貼付けして送付。E メールでの提出も可 ※山口県内で撮影した未発表のものに限る
表彰内容
【一般の部】賞状と各賞に応じて賞金 2 万円～10 万円または記念品

【児童・生徒の部】賞状と図書券または記念品

応募・問合せ先 水土里ネット山口 総務企画課
TEL：(083)933-0033 メール：midori@yamadoren.or.jp
※詳細・注意事項等はチラシや HP でご確認ください。

http://www.yamadoren.or.jp/

第 35 回(2019 年度)市民活動支援募集（青少年健全育成関係）

〆切：2019/1/14 ※電子申請のみ

募集地域 山口県、広島県 対象団体 民間の非営利活動団体
対象活動 青少年の健全な育成のための活動
（例）＊ボランティア育成

＊災害復興・災害対策に関する活動

＊地域連携、コミュニティづくり

＊青少年の居場所づくり ＊自然とのふれあい ＊国際交流・協力 ＊科学体験・ものづくり

等々

支援期間 単年度支援 平成 31 年 4 月 1 日～平成 32 年 3 月 31 日の 1 年間
支援額 支援対象経費に対し 10 万円～50 万円／件
問合せ先 公益財団法人 マツダ財団 事務局 ℡：(082)285-4611 メール：mzaidan.sj@mazda.co.jp
http://mzaidan.mazda.co.jp/bosyu/city/index.html

2019 年度「住まいとコミュニティづくり活動助成」

〆切：2019/1/8

対象団体 代表責任者が明確であり、意思決定のしくみが確立され、予算決算を含む会計処理が適切に行われている
営利を目的としない民間団体(特定非営利活動法人、法人化されていない任意の団体など)
対象活動 今日の人口減少社会、少子高齢化社会等を背景にした住まいとコミュニティに関する課題に取り組む市民
の自発的な地域づくり・住まいづくり活動で、地域住民が主体的に関わっている次に掲げるもの
①社会のニーズに対応した地域活動 ②地域環境の保全と向上 ③地域コミュニティの創造・活性化
④安心・安全に暮らせる地域の現実 ⑤その他、豊かな住環境の現実に繋がる活動
助成期間 平成 31 年 4 月 1 日～平成 32 年 3 月 31 日
助成額 助成対象経費に対し 120 万円以内／件
問合せ先 一般財団法人ハウジングアンドコミュニティ財団（助成係） ℡：03-6453-9213
FAX：03-6453-9214

http://www.hc-zaidan.or.jp/program.html

【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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