市民活動グループのイベント・助成金情報が満載！

第 118 回 周南ウオーキング協会 月例会
≪1 月例会：新春！2019 初歩き≫

☂⛄小雨・小雪決行

日時 2019 年 1 月 6 日（日）9 時 23 分～予定 12 時 50 分ころ
集合/受付場所 JR 山陽本線 櫛ヶ浜駅に 9 時 23 分集合
コース JR 櫛ヶ浜駅～遠石八幡宮～青空公園～代々木公園～新地ふれあいパーク
～トライアル周南店～山崎八幡宮～JR 新南陽駅(ゴール)を巡る約 13 キロを歩きます
▶ゴール後、弁当持参の方は「周南市学び交流プラザ」内で食事可能！皆さんどうぞ‼

持参物 飲み物 ※コース途中にスーパーあり 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

★詳細は支援センターHP 掲載の 1 月の

問合せ先 周南ウオーキング協会 ℡：090-2003-1639（藤井） “催し物”(チラシ)をご覧ください

いわくに市民活動支援センターによる『NPO 法人・助成金相談会』
日時 1 月 13 日（日） 10 時～15 時

※要申込

★「市民活動カフェ 2019」同日開催！

場所 岩国市中央公民館３階（いわくに市民活動支援センター内）
≪NPO 法人(設立・解散)なんでも相談会≫
講師 やまぐち県民活動支援センター
センター長 伊藤 彰氏
≪助成金(申請に関する)個別相談会≫

●NPO 法人を設立するにはどうしたらいいだろう？
●NPO 法人の設立で困ったことがある
●解散手続きはどうしたらいいのだろう？
●助成金を活用して事業の充実を図りたい

講師 公益財団法人山口きらめき財団
森永 小波氏

●申請書の書き方がわからない
●プレゼンでのアピール方法がわからない

申込〆切 12 月 31 日（月）
申込方法 電話・FAX(参加申込書に記入)またはいわくに市民活動支援センターへ直接来館しお申し込み
問合せ・申込先 いわくに市民活動支援センター（岩国市岩国 4-4-15）
℡：0827-44-0288 FAX：0827-44-0324
HP：https://www.iwakuni-shien-center.com/

Facebook：https://www.facebook.com/iwakunishien/

第 48 回 周南おりがみ研究会 例会
日時 1 月 12 日（土）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
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新春寄席
開催日 1 月 19 日（土） 入場料 無料 事前申込 不要
場所・時間 周南市文化会館 3 階展示室 10 時 30 分～
新南陽ふれあいセンター2 階大会議室 14 時 30 分～
演者 落語：桂 梅團治(かつら うめだんじ)
落語：桂 白鹿(かつら はくしか)
漫談：松鶴家 一若(しょかくや いちわか)
主催 公益財団法人周南市文化振興財団・福川地区コミュニティ推進協議会・公益財団法人周南市ふるさと振興財団
問合せ先 公益財団法人周南市文化振興財団 ℡：0834-22-8787（平日 8：30～17：15）

「わたし」にできることを考える！マイプロジェクトづくり体験講座
≪「わたし」の中の『何かしたい！』を考える時間。≫ ★市民活動講座 vol.3 申込〆切 2019 年 1 月 17 日(木)
講師 須子 善彦…1979 年生まれ。函館市出身、周南市在住。マイプロジェクト株式会社 代表取締役。
日時 2019 年 1 月 19 日（土）14 時 30 分～18 時 場所 周南市徳山駅前賑わい交流施設 3 階 交流室 2
内容 「マイプロジェクト」は、起業や新規事業、市民活動・地域活動など新たなアクションの源泉を見つける手法で
す。当日は、体験ということで 3,4 人のグループ内でワークシートを用いてご自身の好きな範囲で自己開示と活動
紹介を行い、対話を行います。
プログラム オープニング⇒マイプロジェクト体験【①マイプロジェクトとは？ ②マイプロシートを作ろう！
③マイプロシートをシェアして対話しよう！】⇒ディスカッションタイム⇒エンディング
※講演終了後、講師と参加者(希望者のみ)を対象とした懇親会を 18 時 30 分～予定しています。

対象 市民活動や地域活動実践者、市民活動や地域活動に興味がある方、「何かしたい！」と考えている方 等
定員 20 名程度(※先着) 講座参加費 無料 懇親会参加費 2,000 円程度 懇親会会場 フタバフルーツパーラー

新米狩猟女子,畠山千春が挑む！「新しいコミュニティづくり」
≪“したいこと”を突き詰めた糸島での生活 ≫ ★市民活動講座 vol.4 申込〆切 2019 年 2 月 5 日(火)
講師 畠山 千春…1986 年生まれ。新米猟師兼ライター。お金、エネルギーを自分たちで作る「いとしまシェアハウス」を運営。
日時 2019 年 2 月 9 日（土）15 時～18 時 場所 周南市徳山駅前賑わい交流施設 3 階 交流室 1
プログラム オープニング⇒新米狩猟女子が挑む！新しいコミュニティづくり⇒トークセッション⇒エンディング
対象 市民活動及び地域活動実践者、市民活動や地域活動に興味がある方、その他本テーマに興味のある方
定員 40 名程度(※先着) 講座参加費 無料

◇「マイプロジェクトづくり体験講座」「新しいコミュニティづくり」共通項目 ◇
申込方法 下記の必要事項を明記の上、周南市市民活動支援センターへ連絡
【必要事項】①団体名・学校名 ②氏名 ③電話番号 ④メールアドレス （⑤懇親会 参加 or 不参加 or わからない）

申込・問合せ先 周南市市民活動支援センター （開館時間：平日・土日祝 9 時 30 分～22 時）
℡：0834-32-2200 FAX：0834-32-2201 メール：shiencent@city.shunan.lg.jp
●講座の詳細等は各講座のチラシをご確認ください。
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公益財団法人 周南市ふるさと振興財団 助成金制度
≪特色あるコミュニティ活動支援事業≫

≪しゅうなん元気活動支援事業≫
対象団体 周南市内で活動する市民活動団体

対象団体 周南市内の 31 地区コミュニティ推進組織

対象事業 新しく行う事業もしくは新たな展開を図る事業

対象事業 地域の課題解決に向けた継続性のある事業

助成期間 単年かつ１団体につき一度のみ支援

助成期間 最長で 2 年（単年の助成も可）

助成額 事業総額の１００％（但し上限 10 万円）

助成額 事業総額の５０％（但し上限 10 万円）
≪共通要項≫

申請期間 2019 年 1 月中旬～2 月中旬予定
問合せ先 公益財団法人 ふるさと振興財団

℡：0834-33-7701【8：30～17：15 (土.日.祝日.年末年始休)】
http://gokan-furusato.org/

きらめき活動助成事業
目的 地域や社会をより良くするために、県民が自主的・主体的に取り組む幅広い分野の「県民活動」を支援する
対象団体 山口県内に事務所がある「県民活動団体」
助成額 ①自立支援プログラム・・・助成対象経費の 2／3 以内（上限 10 万円以内）
②地域課題解決支援プログラム・・・助成対象経費の 2／3 以内（上限 50 万円以内）
③財団オリジナルプログラム・・・助成対象経費の 10／10 以内（上限 50 万円以内）
助成期間 1 団体につき単年度に 1 回（複数年の助成も可）
問合せ先 公益財団法人 山口きらめき財団

申請期間 2019 年 1 月～3 月

℡：083-929-3600【8：30～17：15 (土.日.祝日.年末年始休)】
http://www.y-kirameki.or.jp/

2019 年度「住まいとコミュニティづくり活動助成」

〆切：1/8

対象団体
▷営利を目的としない民間団体（特定非営利活動法人、法人化されてない任意の団体など）
▷団体として、代表責任者が明確であること、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こと
対象活動 ①地域・コミュニティ活動助成・・・地域づくりやコミュニティを基軸にした広範な市民活動
②住まい活動助成
・・・住まいや住宅地、団地、マンション等を活動対象にして今日の多様な住宅問題に取り組む活動
助成期間 2019 年 4 月 1 日～2020 年 3 月 31 日

助成額 助成対象経費に対し上限 120 万円／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

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：1/14 ※電子申請のみ
地募集域 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
＊青少年の居場所づくり

＊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

＊自然とのふれあい

＊科学体験・ものづくり

＊国際交流・協力

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
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一般助成（教育・福祉） 〆切：1/21

★要推薦

応募資格 （1）実際に日本国内で活動あるいは研究に従事している団体ないし個人・グループ
（2）活動拠点となる事務所(代表者宅でも可)が確立していること
（3）法人である必要はないが、組織と代表者及び会計責任者が確立していること

等

一般助成区分
◆事業・活動（団体・個人）：【50 万円以内】
①身体障害などの理由により困難な状況にある幼児・若年者の順調な育成・教育の支援
②社会的、家庭的事情により一般の教育施設での教育を受けられないものに対する教育の支援
③市民、特に若年者の健全な社会的生活に必要な各種の啓蒙活動や支援
④障害者・老齢者・各種施設居住者の諸活動の支援
⑤障害者・老年者・更正施設の人たちに対する芸術的慰問
◆研究：【30 万円以内】
（事業・活動の各項目に関する研究）
（A）大学院生⇒大学院生(個人)による研究
（Ｂ）一般⇒個人またはグループによる研究
◆設備・整備：【80 万円以内】

※原則として修士・博士論文
※原則として学生以外

※学校やその他の教育施設における身障者の学習を援助する機器や備品の購入
※事業・活動の各項目に関連して必要な備品の購入や施設の整備

◆会議参加：【20 万円以内】

※事業・活動の各項目に関連する海外での会議・シンポジュウムへの参加

◆会議開催：【40 万円以内】

※事業・活動の各項目に関連する会議・シンポジュウムの国内での開催

問合せ先 公益財団法人 倶進会

FAX：03-5366-5040

メール：mail@gushinkai.com
http://www.gushinkai.com/jyosei/index.html

第 50 回(2019 年度)三菱財団 社会福祉事業・研究助成 〆切：1/24
対象者 日本国内において事業ないし研究の継続的拠点を有するもの（国籍等は不問）
※営利目的の企業等並びにその関係者は対象外
対象事業・研究
事業：現行制度上、公の援助を受け難い、開拓的ないし実験的な社会福祉を目的とする民間の事業（原則として法人に限る）
調査研究：開拓的ないし実験的な社会福祉に関する科学的調査研究（個人・法人いずれも可）
助成期間 助成決定から 1 年を原則とする ※事情により 2 年間にわたる使用も認められる
助成額 助成対象経費に対し金額の定め特になし／件
問合せ先 公益財団法人 三菱財団 事務局
メール：info@mitsubishi-zaidan.jp

◎総額約 1 億円予定

℡：03-3214-5754

FAX：03-3215-7168

http://www.mitsubishi-zaidan.jp/support/social-welfare.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/

「周南市市民活動支援センター」年末年始のお知らせ！
：１２月３１日(月)/１月１日(火)/１月２日(水)/１月３日(木)の４日間。
なお、１月４日(金)から通常通り開館いたします。
ご迷惑をお掛けしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
４

