市民活動グループのイベント・助成金情報が満載！

2019 年

４月号
第５１回 周南おりがみ研究会 例会
日時 4 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 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

“楽しく作って学ぶ” ものづくり・科学教室

親子で科学工作
日時 毎月第 3 日曜 13 時～ （約 2 時間～3 時間） 会場 周南市久米市民センター 講堂 〆切 随時募集
対象 親子(家族)体験見学も歓迎！ 参加費 無料～500 円程度 登録費 (登録時のみ)300 円 年会費 無料
≪2019 年度 年間の予定（4 月～8 月）≫（講師の都合などでテーマ変更することもあります）
月

教室のテーマ概要

★ボランティアスタッフも募集しています★

4月

科学で遊ぼう／綿菓子機をつくって綿菓子を食べよう

【活動内容】青少年(小学生主体)と保護者を対象とする

5月

科学？マジック／君もマジシャン

親子で科学工作の実験・工作社会見学の補助、指導・講師など

6月

湿度計をつくろう

7月

音の不思議と工作

8月

社会見学

8月

光の不思議と立体万華鏡製作

※事前の研修で補助、指導できるようになります。
また講師として知識・技術・経験を青少年教育に生かしてみませんか
【資格など】資格不要、年齢性別不問 、女性、学生も歓迎！
＊＊ものづくり、工作、実験、科学、子供が好きな方＊＊
▷▶▷２ヶ月に一回の参加など、ご都合にあわせての参加で十分です。
体験・見学はいつでもどうぞ！

※参加を希望される方は、事前に登録してください。なお興味のあるテーマだけの参加も可能です。

申込・問合せ先 日本宇宙少年団 周南分団 ℡：0833-71-2178（志水） メール：toyo53@agate.plala.or.jp

狛犬ウォーク vol.12 小郡～鋳銭司
日時/集合 4 月 7 日（日）7 時 30 分 徳山駅北口に集合 定員 先着 40 名程度 参加費 200 円(資料代として)
日程 徳山駅より電車移動➔新山口駅南口 9 時 30 分スタート➔六神社➔日吉神社➔八雲神社➔春日神社【昼食】
➔黒山八幡宮➔弁天様➔四辻駅【解散】

▶約 13 キロの歩程

その他 ＊歩きやすい服装と靴、昼食や飲み物ほか必要と思われる物は各自で用意。
＊交通費は各自の負担となります。
＊資料準備の都合、参加申込をしてください。
＊体調などを考慮して各自の責任で参加してください。
＊ケガに主催者は応急処置ほかの責任は負いません。

申込・問合せ先 山口 狛犬楽会 ℡：090-6436-6947（藤井） メール：katu_fj@yahoo.co.jp
HP：http://www.ccsnet.ne.jp/~katu/ ☆「山口 狛犬楽会」の HP から申込ができます
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第 122 回 周南ウオーキング協会 月例会
≪4 月例会：芝桜ウオーク（周南市）★コース：①健脚向き約 18 ㌔／②一般向き約 15 ㌔≫ ☂小雨決行
開催日 4 月 14 日（日） 事前申込 必要

募集定員 ①マイカー参加者：20 名／②バス利用参加者：20 名

集合 ①マイカー参加者…飛龍(ひりゅう)八幡宮駐車場…8 時 00 分集合 対象 ウオーキングマナーを守れる方
※マイカー参加者は駐車場近くからバス乗車：バス停[桜久保] 8 時 17 分発～徳山カントリー前 8 時 34 分着
②バス利用参加者…＜コアプラザかの行き＞徳山駅前バス停：8 時 30 分／新南陽駅前バス停：8 時 43 分～
大道理 9 時 11 分着
コース ※ゴール予定時間：①②とも 14 時 50 分ころ予定 ▶コースの一部にアップダウンあり
①マイカー参加・・・バス停：徳山カントリー前【スタート】～大道理夢求の里交流館前～《②参加者と合流》～大
道理芝桜まつり会場～芝桜まつり会場周回～鎮西吉祥山龍文寺：戦国武将「陶氏」菩提寺～長穂市民センター【昼食
予定】～陶氏の城将：山崎伊豆守興盛自刃の地～須々万市民センター～飛龍八幡宮【ゴール】を巡る、約 18 キロを
歩きます。
②バス利用参加・・・バス停：大道理【スタート】～大道理夢求の里交流館前《①参加者と 9 時 40 分ころ合流》
～以降①コースと同じコースを巡る、約 15 キロを歩きます。
持参物 弁当・飲み物・昼食時の敷物（コース途中で弁当販売店なし）
※芝桜まつり会場で見学者に緑化協力金 200 円の寄付依頼があります。
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
申込方法 4 月 6 日開催の月例会参加のとき、または下記の番号に電話。
問合せ先 周南ウオーキング協会 ℡：090-2003-1639（事務局：藤井）
●詳細は支援センターHP 掲載の 4 月の“催し物”(チラシ)または支援センター内に設置しているチラシをご覧ください。

いいね！がつく「大道理芝桜スナップ講座」
日時 4 月 13 日（土） 10 時～15 時 集合場所 大道理夢求の里交流館 撮影場所 芝桜まつり会場
講師 カメラのワタナベ 淺原透さん 対象 初心者の方 ※女性限定 定員 20 名 参加費 2,000 円（昼食代込み）
スケジュール 10 時～11 時 30 分：座学／11 時 30 分～12 時 30 分：昼食(大道理『まんかい弁当』を食べます)
12 時 30 分～14 時 30 分：撮影会／14 時 30 分～15 時：講評 申込〆切 4 月 5 日（金）
持参物 カメラ（貸出あり）※カメラをお持ちでない方は SD カードを持参してください。
申込・問合せ先 大道理夢求の里交流館 ℡：0834-88-1830
メール：mukunosato@m2.ccsnet.ne.jp

HP：http://shunan-odori.jp/

:

徳山あちこちクリーンプロジェクト
～LOVE 徳山のおもてなし～ 清掃中は行き交う方と「おはようございます」の挨拶をして気持ちのよい 1 日に♪
開催日 毎月第 3 水曜日（4 月は 17 日開催） ※雨天中止：開催の有無につきましては Facebook ページにて前日に配信
集合場所/時間 徳山駅北口広場に 7 時 30 分集合 終了時間 8 時 30 分 ※但し、終了は自由解散
プログラム ①アナウンス＆ラジオ体操 ②班に分かれて清掃
③集合場所に戻り、コーヒー(無料)でモーニングブレイク後解散
参加者 だれでも！申込不要！当日参加 OK！ 持ち物 軍手を持参の協力のお願い
主催 周南市中心市街地活性化協議会 共催 徳山商工会議所
💜開催有無の確認・活動記録は Facebook ページから！➔➔

徳山あちこちクリーンプロジェクト
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🔍検索

2019 年度 地域福祉振興助成

〆切：4/18(木)

対象団体 障がい者や社会的弱者を支援する福祉活動、ボランティア活動に取り組み、2018 年度に当財団(公益財団法人
木口福祉財団)の助成を受けていない団体・グループ（※法人格の有無、活動期間は問わないが、個人での申込は不可）
対象事業 ＊障がい者を支援する地域福祉に関わる新規事業の立ち上げ
＊障がい者を支援する取り組みの環境整備のための工事や物品の購入
＊被災された障がい者の支援活動費や支援団体の建物再建の改修等の工事費
＊障がい者の支援・地域福祉に関する調査・研究・出版
＊障がい者を支援する人材育成・啓発を目的とした講演会・講習会等の企画開催
助成対象期間 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 100 万円／件（助成率は助成対象費用の 80％以内）
問合せ先 公益財団法人木口福祉財団

℡：0797-21-5150

FAX：0797-35-4500

メール：josei@kiguchi.or.jp

HP：https://kiguchi.or.jp/jyoseijigyou/jyosei_program/

(公財)河村芳邦記念青少年育成財団 平成 31 年度助成金募集

〆切：4/20(土)

対象団体
山口県内を主たる活動の本拠とし、青少年団体及び青少年、青少年団体を育成しようとする民間の団体、グループ、実行委員会等
対象活動 青少年の健全育成を目的とする各種研修活動と国内外の交流活動
対象活動の実施期間 平成 31 年 4 月 1 日～翌年 3 月 31 日

助成額 助成対象経費に対し上限 10 万円／件

問合せ先 公益財団法人 河村芳邦記念青少年育成財団（常務理事兼事務局長：湯田 克治）
TEL/FAX：083-928-1411（携帯：090-9061-6177）

メール：k-yuda@c-able.ne.jp

HP：http://kawamurazaidan.com/subsidy/

2019 年度 青少年健全育成事業の助成団体募集

〆切：4/26(金)

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
対象活動の実施期間 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
メール：aizan@kdp.biglobe.ne.jp

℡：083-932-2660

FAX：083-932-2659

HP：http://www.aizankai.com/grant.html

市民活動支援センターでは、助成金情報のファイルの設置や年間スケジュールの掲示を行っています！
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2019 年度 公益信託 富士フイルム・グリーンファンド助成応募

〆切：5/7(火)

対象 以下①～③に当てはまる活動及び研究を行っている団体または個人
①営利を目的としない
②活動及び研究が行われるフィールドは日本国内であるもの
③活動及び研究の実績があるもの（ある程度実績があり、発展的な活動や研究を行うための申請であれば対象）

等

対象活動 活動助成・・・自然環境保全もしくは自然とのふれあい活動
研究助成・・・身近な自然環境保全のための調査研究もしくは自然とのふれあいを促進するための調査研究
助成額 「活動助成」
「研究助成」合わせて助成総額 850 万円（助成件数は 8 件程度）
問合せ先 公益信託 富士フイルム・グリーンファンド事務局

℡：03-6659-6310

FAX：03-6659-6320

HP：http://www.jwrc.or.jp/service/shintaku/fgf.htm

第 18 回トム・ソーヤースクール企画コンテスト

〆切：5/17(金)

対象団体
《一般部門》定款・規約等が整備され、組織としての形態を有し、当該活動を主催する団体
《学校部門》小学校・中学校または、小中学校より委託・協力・協働等によって当該活動を主催する団体
対象活動 小中学生が各回概ね 10 人程度参加する自然の中での体験活動。
（例）自然体験、地域交流、環境教育、史跡探訪、自然探検、アウトドアスポーツなど目的が明確であり、子どもたち
の健全な心身の育成に寄与するもの
対象活動の実施期間 2019 年 3 月 1 日～同年 10 月 23 日
支援額 10 万円／件

※応募した団体に、参加賞としてチキンラーメン 1 ケース（30 食分）を送付。
※支援団体決定後、団体から提出された実施報告書を審査し、表彰。
賞により、10～100 万円、およびチキンラーメン 3 ヶ月～1 年分を贈呈。

問合せ先 公益財団法人 安藤スポーツ・食文化振興財団 トム・ソーヤースクール企画コンテスト事務局（担当：荒金・髙野）
℡：072-752-4335

FAX：072-752-2473 メール：s.takano@ando-zaidan.jp

HP：http://www.shizen-taiken.com/contest2019/2019infof.html

第 36 回「老後を豊かにするボランティア活動資金助成事業」

〆切：5/24(金) ★要推薦

対象団体 高齢者を主な対象として活動するボランティアグループ地域共生社会の実現につながる活動を行っている高齢者
中心のボランティアグループ
対象活動 ①高齢者を対象とした生活支援サービス
②高齢者による、地域共生社会の実現につながる活動
③高齢者と他世代との交流を図る活動
④レクリエーションを通じて高齢者の生活を豊かにする活動
支援額 活動において継続的に使用する用具・機器の購入費用に対し上限 10 万円／件
問合せ先 みずほ教育福祉財団 福祉事業部 ℡：03-3596-4532 FAX：03-3596-3574
メール：FJP36105@nifty.com

HP：http://www.mizuho-ewf.or.jp/appli1.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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