市民活動グループのイベント・助成金情報が満載！
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你好！中国をもっと知りませんか？ 『中国文化講座』
日時 3 月 17 日(日) 13 時 30 分～15 時 30 分 場所 周南市学び・交流プラザ(周南市中央町 4 番 10 号)
コウ

ゲイ

講演 中国山東省の文化について 講師 山口県国際交流員 黄 艺さん 入場料 無料

申込 不要

◆山東省風景・文化遺産写真展 ◆山東省民芸品展
◆山東省観光 DVD 上映

◆中国茶の試飲・中国菓子の試食

主催 周南地区日本中国友好協会 後援 周南市、周南市教育委員会、(公財)山口県国際交流協会
問合せ先 周南地区日本中国友好協会 ℡：090-9732-8491（内富）

土作り（堆肥作り）講習会
～ 美味しい野菜を育て 食べて 健康になりましょう ～
🍆🍅堆肥は野菜をはじめ作物にとって欠かせない栄養源です。ふかふかの土を作って美味しい野菜を育てましょう。

日時 3 月 30 日(土) 13 時 30 分～ 2 時間程度 場所 戸田北河内 平川農園内(戸田駅から徒歩 6 分)
集合場所/時間 戸田駅に 13 時 15 分集合し現地に移動 人数 先着 30 名 参加費 無料
内容 ・土作りと野草の関係の説明
・ダンボール堆肥の作り方説明

・草堆肥の作り方説明及び実習
・その他：命と自然循環の話

申込先 周南なずなの会（平川 達夫） ℡：0834-63-5244 申込〆切 3 月 25 日(月)

第 120 回 周南ウオーキング協会 月例会
≪3 月例会：蓬莱桜(ほうらいざくら)ウオーク（防府市）★コース：一般向き約 15 ㌔≫ ☂小雨決行
日時 3 月 21 日(祝・木) 9 時 58 分～予定 15 時 10 分ころ 集合/受付 JR 防府駅みなと口(南口)に 9 時 58 分集合
コース JR 防府駅：みなと口(南口)～桑山公園～鞠生の松原・小鳥神社～アルク新田店～向島小学校：蓬莱桜～
防府スポーツセンター：野球場前広場【昼食予定】～三田尻御舟倉跡～三田尻御茶屋(英雲荘)～三田尻本陣五十家～
防府駅(ゴール)を巡る、約 15 キロを歩きます。🌸向島小学校の蓬莱桜は高さ９㍍・枝張り 16～18 ㍍あります。
持参物 弁当・飲み物・昼食時の敷物 ※コース途中にスーパーあり
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 2 月の“催し物”(チラシ)をご覧ください。

第 50 回 周南おりがみ研究 例会
日時 2019 年 3 月 3 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（松田） ℡：080-1942-9222 メール：kuniom1119@outlook.jp
１

ひなまつり国際交流会
✿すばらしい日本文化を通じて外国の方と交流してみませんか！私たち、アメリカのこどもたちも毎年楽しみに来ています。

日時 3 月 2 日(土) 10 時～14 時 30 分 場所 周南市 新南陽ふれあいセンター
対象/定員 どなたでも/60 名程度(申込順)

参加費 小学生以上は、1 人 800 円

内容 ・ひなにんぎょう ・子ども日本舞踊 ・子どものうた ・茶道
・きもの体験

・日本のあそび

・日本の食（もちつき）

主催 周南国際交流児童クラブ 後援 周南市、周南市教育委員会
申込/問合せ先 周南市国際交流児童クラブ ℡：090-4653-0472

だつきつだ ～子供の頃から吃音(どもり)で悩んでいる人へ～
日時 毎月 第１・第３水曜日 19 時 30 分～21 時 30 分
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

※交流コーナーの利用状況によっては
場所が変更になる可能性があります。

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 ℡：080-6321-0712(寄尾) 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。

『共創プロジェクト』発表会・交流会 ～共に創る地域の未来～
◆共創プロジェクトとは…地域団体、NPO 法人等の市民活動団体、学校、企業等の皆さんが発案された地域づくり活動の
自立・持続化を市が応援するもので、市民のチカラによる地域の価値を創出する「共創の地域づくり」をすすめるものです。
開催日 3 月 23 日(土)

場所 周南市学び・交流プラザ

参加費 無料

定員 発表会：150 名・交流会：80 名

タイムスケジュール
＊成果発表：13 時～15 時 40 分【プレゼン発表(9 グループ)→ 多目的ホール／パネル展示発表(17 グループ)→ 交流室 4】
＊講演：15 時 50 分～16 時 30 分【講師 宮本 倫明氏】 ＊交流会：16 時 50 分～18 時
申込方法 チラシ裏面参加申込書の必要事項をご記入の上、持参いただくか FAX またはメールでお申込み 〆切 3 月 8 日(金)
申込・問合せ先 周南市役所 地域づくり推進課

℡：0834-22-8412

FAX：0834-22-8428

メール：kyodo@city.shunan.lg.jp
※その他の詳細等は HP をご確認ください。参加申込も HP から可能です。→
２

しゅうなん地域づくり応援サイト

🔍検索

【 第 31 回 わかば基金 2019 年度 】 〆切 3/29 ※郵送のみ
《Ⅰ．支援基金部門》
対象団体 ある一定の地域に福祉活動の拠点を設け、より活動の輪を広げたいというグループ、または NPO 法人
対象活動
（例）●地域の高齢者や障害者、生活困窮者等などの日常生活を支援したり、さまざまなサービスを提供している
●障害者の社会参加や就労の場づくりの促進、またその活動の支援にあたっている
●文化・芸術活動等を通じて、障害や年齢の枠をこえた交流や相互理解をはかっている
助成額 助成対象経費に対し上限 100 万円／件
《Ⅱ．リサイクルパソコン部門》
対象団体 パソコンを利用して地域で活発な福祉活動に取り組んでおり、台数を増やすことで、
より高齢者や障害者に役立ち、活動の充実を図れるグループまたは NPO 法人
対象活動
（例）●地域の高齢者や障害者、生活困窮者などへのパソコン指導のサービスを提供している
●障害者の社会参加や就労の場づくりの促進、またその活動の支援にあたっている
●要約筆記や字幕、音声や点字などでの情報保障
●福祉情報の提供やネットワークづくりを通して、地域の福祉活動の向上につとめている
贈呈台数 1 グループにつき 3 台まで
《Ⅲ．災害復興支援部門》
対象団体 次のいずれかに該当するグループ、または NPO 法人
①東日本大震災以降に激甚災害指定を受けた地域に活動拠点があり、福祉活動を通してその地域の
復旧・復興をすすめているグループ
②被災地に必要な新たな事業を展開したいと、考えているグループ
対象活動
（例）●被災地域で暮らす高齢者や障害者、生活困窮者等の日常生活を支援したり、さまざまなサービスを提供している
●新たな事業を展開するために必要な物品をそろえたい
●福祉情報の提供やネットワークづくりを通して、地域の生活再建・福祉向上につとめている
助成額 助成対象経費に対し上限 100 万円／件
《以下Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ共通要項》
問合せ先 社会福祉法人 NHK 厚生文化事業団「わかば基金」係

℡：03-3476-5955

メール：info2@npwo.or.jp

HP：https://www.npwo.or.jp/info/12995

【 グローバルやまぐち国際活動支援事業費補助金 】 〆切：3/31
対象事業
≪多文化共生推進・国際交流事業≫ ※山口県内で実施される事業に限る
①本県在住外国人に対する支援事業 ②県民と外国人との交流事業 ③県民の国際交流・国際理解の促進に寄与する事業 等
≪国際協力事業≫ ※国外で実施される事業に限る
開発途上国に対する生活、医療、教育及び技術協力等の援助 等
対象事業の実施期間 2019 年 4 月 1 日～2020 年 3 月末
問合せ先 公益財団法人山口県国際交流協会

補助金額 補助対象経費の 1／2 以内(上限 10 万円以内)

℡：0839-25-7353

メール：yiea.info@yiea.or.jp

FAX：0839-20-4144
HP：http://yiea.or.jp

３

【 (公財)ポーラ伝統文化振興財団 助成 】 〆切：3/31
対象 対象活動を行う個人または団体
対象活動 伝統工芸技術、伝統芸能、民俗芸能および行事など、日本の無形の文化財の記録や研究、保存・伝承活動
対象活動の実施期間 2019 年 4 月～2020 年 3 月

助成額 助成対象経費に対し 30 万円～200 万円程度／件

問合せ先 公益財団法人ポーラ伝統文化振興財団 事務局
※お問合せ対応時間：10 時～17 時(土日祝祭日除く)

℡：03-3494-7653

メール：info@polaculture.or.jp

HP：http://www.polaculture.or.jp/promotion/jyoseiapply.html

【 平成 31 年度 街なか再生助成金 】 〆切：3/31
対象団体 ※(4)の団体は要推薦
(1)地区内の地権者や住民等で構成される準備組合・協議会・任意団体
(2)特定非営利法人(NPO)で地区内の地権者や住民等が主体となっている
(3)まちづくり会社や中心市街地整備推進機構
(4)その他の民間団体で、原則として市区町村の推薦を受けたもの
対象事業 地区内の地権者や住民等が主体となった民間主体で行われる、以下のような事業
①土地区画整理事業等の面的整備事業の立ち上げに向けた取り組み
（例：民間が主体となったまちづくり構想・計画の策定、合意形成に向けた権利者・住民等の取り組み など）
②土地区画整理事業等の面的整備事業地区（事業中、事業完了地区）における良好な環境づくりや賑わいづくりに向けた取り組み
（例：権利者・住民等が主体となったまちづくりのルール(景観づくりのための地区計画案等)の作成、エリアマネージメントな
ど民間主体のまちづくりを推進するための組織の立上げや組織の活動、合意形成に向けた権利者・住民等の取り組み など）
③地区内の既存ストックを活かした街なか再生への取り組み
（例：空店舗・空き家、空き地、歴史的建造物等を活かした交流空間の創出 など）
対象事業の実施期間 2020 年 3 月 31 日まで 助成額 助成対象経費に対し上限 100 万円／件
問合せ先 公益財団法人区画整理促進機構 街なか再生全国支援センター （担当：佐藤）
℡：03-3230-8477 ＦＡＸ：03-3230-4514 メール：mail@sokusin.or.jp

ＨＰ：https://www.sokusin.or.jp

【 2019 年度 青少年健全育成事業の助成団体募集 】 〆切：4/26
対象団体 山口県内で実施する青少年育成事業を自主的に行っている団体
対象事業 (1)心身共にたくましい青少年を育成するための活動に関する事業
①スポーツやさまざまな体育活躍などによる健全育成事業
②奉仕・道徳、社会・自然などの体験活動による徳性感性の涵養に関わる事業
(2)山口県に関わる先賢の顕彰、歴史の伝承普及のための活動に関する事業
①先賢の顕彰や郷土の歴史、文化、人物などに関する研究事業
②ふるさとの風俗・習慣、伝統芸能などの伝承普及事業
対象事業の実施期間 2019 年 4 月 1 日～2020 年 3 月 31 日
助成額 助成対象経費に対し、総経費の 3 分の 1 以内(原則として 10 万円以内)
問合せ先 一般財団法人 愛山青少年活動推進財団 事務局（担当：事務局長 古川）
℡：083-932-2660

FAX：083-932-2659 メール：

aizan@kdp.biglobe.ne.jp
HP：http://www.aizankai.com/grant.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
URL：http://shunan-chiikijoho.jp/support/
４

MAIL：shiencent@city.shunan.lg.jp

