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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５月号
Happy Education ～子ども自ら学び方を選べる社会の現実にむけて～
《不登校について正しく理解し、子どもたちの可能性を潰さない社会へ》

ハピエデュ Day in 周南市
日時 毎週木曜日 10 時～16 時 ▶出入り自由 場所

元米光保育園（〒746-0104 山口県周南市米光米光下１７２）

月会費 1,000 円（初回月はお試し期間として会費はいただきません） 持参物 昼食は基本的にご持参ください
その他 初めての方は、保護者同伴でお越しください。保護者さんだけの参加（息抜き・相談）OK です！
♥基本的に、自分がしたいことをするスペースです。スタッフは寄り添いますが、指導はしません。自由です。
子どもさんご本人の参加したい！意思のみが参加条件です。
問合せ先 Happy Education

℡：090-4579-1368(代表：村上忍)

メール：happy.e.yamaguchi@gmail.com URL：http://happy-education.amebaownd.com/

周南でけん玉しませんか？～周南けん玉教室～
≪昔あそびのおもちゃ『けん玉』
。楽しいあそび方がたくさんあります。親子でしてみませんか。もしかめや技も覚えられます！≫

日時/場所
①毎月第 1・3 金曜日 16 時 30 分～18 時 30 分 / 総合庁舎 7F「きずなホール」（※子供 1 回 100 円）
②毎月第 2・4 木曜日 16 時 30 分～18 時 30 分 / 市民センターとくやま 1F ホール（※無料）
対象 けん玉好きな人（大人も OK） 持ち物 けん玉（貸し出しあり）
問合せ先 周南けん玉教室 山本まり（日本けん玉協会 二級指導員） ℡：090-8362-7608
☆週など急に変更になることもあります。ご確認ください。
★「市民センターとくやま」は主にあそび中心、
「きずなホール」は級・段位練習、大会トレーニング中心です‼
☆Facebook『周南けん玉教室』や goo ブログにレポートしています！下記の URL からご確認ください^^
Facebook：www.facebook.com/shunan.kendama ／ ｇoo ブログ：https://blog.goo.ne.jp/shunan-kendama

いぬとねこの譲渡会 ～保護犬猫と家族になろう～
日時 5 月 12 日（日） 13 時～16 時 場所 周陽市民センター（旧・周陽公民館）
問合せ先 ケダマの会 ℡：090-7979-8914 メール：kedamanokai1122@gmail.com
※譲渡会当日の譲渡は行っておりません。
▶アンケートにご記入⇒ご自宅でのトライアル飼育⇒正式譲渡です。
（飼育環境の確認に担当者が伺います）
ホームページにて、譲渡条件を必ずご確認ください。
♥譲渡条件や里親募集中の保護犬猫の
情報は HP をご確認ください！→→→

ケダマの会

検索

≪永源山公園「つつじ祭り」に両日参加します！≫
日時 5 月 3 日(金) ＆ 5 月 4 日(土)

9 時～16 時

★啓発展示と、T シャツや新作エコバッグの販売を予定

※動物は永源山公園に立ち入り禁止なので、参加しません
１

第 123 回 周南ウオーキング協会 月例会
《5 月例会：パノラマ眺望への道歩き（大平山） ★コース：健脚向き約 10 ㌔》 ☂雨天および雨の影響残る時は中止
日時 5 月 12 日（日） 9 時 15 分～予定 14 時 30 分ころ 集合/受付 JR 富海駅に 9 時 15 分集合
コース JR 富海駅～大平山登山口＜山道の上り坂は大平山展望台・山頂公園まで約 3.7 キロ続く＞～琴音の滝
落差 5 メートル～いこいの森～NTT 藤兵衛無線中継所～大平山展望台・山頂公園～(折返し、同じ山道を下る)
～千畳敷～J|R 富海駅(ゴール)を巡る、約 10 キロを歩きます。 ※昼食：大平山展望台付近
＊＊ご留意＊＊
①山道は展望台まで上りが続き、平坦なコースは少ない ②JR 富海駅～大平山展望台までの間はトイレ無し
③ロープウェイは運行廃止のため、歩いて折返すことになる
持参物 弁当、昼食時の敷物、飲み物、手袋(軍手で可) ※コース上に販売店ありません
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 5 月の“催し物”(チラシ)をご覧ください。

❁山頂公園は、つつじ開花！・・・かも

第 52 回 周南おりがみ研究会 例会
日時 5 月 12 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

やまぐち県民活動支援センターによる『おでかけ相談会』開催！！
日時 5 月 9 日（木）13 時 30 分～16 時 30 分 場所 周南市市民活動支援センター内「交流コーナー」
相談件数 ３件(各団体 1 時間程度)
内容 NPO 法人の申請相談、団体運営の悩みなど、県民活動に関する様々な相談について個別にお聞きする相談会です。
（相談例）＊事業報告書・会計書類の作成 ＊手続きの方法(役員変更、定款変更など) ＊資金調達 ＊設立や解散・組織の運営 など
申込・問合せ先 やまぐち県民活動支援センター ℡：083-934-4666 FAX：083-934-4667
メール：yamas@mbs.sphere.ne.jp

HP：https://www.kenmin.pref.yamaguchi.lg.jp/

※参加ご希望の方は申込書に必要事項をご記入のうえ、開催日の前日までに FAX またはメールでお申し込みください

共創プロジェクト参加団体募集！～まずは説明会・対話集会にご参加ください～
●共創プロジェクト事業に関する説明・個別相談及び団体同士の交流会を開催します！
日時 5 月 8 日（水） 18 時 30 分～20 時 場所 周南市市民活動支援センター内の「交流コーナー」
問合せ・申込先 周南市地域振興部 地域づくり推進課
℡：0834-22-8412 FAX：0834-22-8428 メール：kyodo@city.shunan.lg.jp
※参加を希望される方は、事前に申込をお願いします。
☆事業の概要及びスケジュール等については、下記の URL から HP をご確認ください。

HP：http://shunan-chiikijoho.jp/co-creation/

２

人づくり・地域づくりグループ活動支援事業

〆切：5/14（火）

対象団体 人づくり・地域づくりに取り組む社会教育関係団体、NPO 法人、民間団体、教職員グループ、
その他財団が認める団体
対象活動 人づくり・地域づくりに繋がる諸活動で、実践的、継続的に地域住民の自己啓発や交流、更には
地域の活性化を推進する活動
助成額 助成対象経費の 1/2 以内とし、上限 30 万円／件
問合せ先 公益財団法人 山口県ひとづくり財団 ℡：083-987-1410 FAX：083-987-143
URL：http://www.hito21.jp/

環境活動団体助成事業

〆切：5/14（火）

対象団体 県内に活動拠点を有し、かつ県内で 1 年以上活動している環境活動団体
対象活動 「野生動植物の保全等」
、
「自然環境の保全・再生」、
「自然とのふれあい」のいずれかの事業であって、
子ども（高校生以下）の参加者が原則 5 人以上あり、年間 2 回以上の行う実践活動
助成額 助成対象経費に対し、上限 20 万円／件
問合せ先 公益財団法人 山口県ひとづくり財団 ℡：083-987-1410 FAX：083-987-143
URL：http://www.hito21.jp/

20219 年度 共同募金による 2020 年度山口県域助成申請募集

〆切：5/31（金）

対象団体 地域福祉の推進を図るための社会福祉事業）及び更生保護事業その他の社会福祉を目的とする事業を行う
団体で、団体の規約を備え、活動の実績・内容及び財務の状況を自ら公開できる団体 ※法人格の有無は不問
対象活動
①地域から孤立をなくすための活動

②子どもの生活と子育てを支援するための活動

③障害者の就労と地域生活を支えるための活動

④高齢者の地域生活を支えるための活動

⑤地域福祉を推進するための活動

⑥災害対策のための活動

⑦その他緊急的な福祉課題を解決するための活動

⑧更生保護を目的にした活動

助成額 活動経費の 80％以内とし、上限 200 万円

※法人格を持たない団体は、原則として上限 50 万円

問合せ先 社会福祉法人 山口県共同募金 ℡：083-922-2803 FAX：083-922-2809
メール：yamaguchi@akaihane.net

URL：http://www.akaihane.net/doc/news/2974

2019 年（第 45 回）丸紅基金社会福祉助成金

〆切：5/31（金） ※郵送申請のみ

対象
①申込者（実施主体）は、原則として非営利の法人であること
（ただし、法人でない場合でも、3 年以上の継続的な活動実績があり、組織的な活動を行っている団体は対象とする）

②明確な目的を持ち、実施主体、内容、期間が明らかであること
③助成決定から 1 年以内に実施が完了する予定のものであること
（2019 年 12 月から 2020 年 11 月末の 1 年間で、申込案件が実施・完了される事業が対象）

助成額 助成対象経費に対し、上限 200 万円／件
問合せ先 社会福祉法人 丸紅基金 ℡：03-3282-7591(7592) FAX：03-3282-9541
URL：https://www.marubeni.or.jp/application/
３

等

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）

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および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

助成額 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

URL：http://www.mizuho-ewf.or.jp/appli1.html

シニア／ビジネスパーソンボランティア活動助成

〆切：5/25（土）

＜Ⅰ．シニアボランティア活動助成＞
対象団体 社会福祉の推進に役立つボランティア活動を行っているか、または行おうとするシニア(年齢 満６０歳以
上)が８０％以上のグループ（NPO 法人を含む）
＜Ⅱ．ビジネスパーソンボランティア活動助成＞
対象団体 社会福祉の推進に役立つボランティア活動を行っているか、または行おうとするビジネスパーソン(会社
員、団体職員、公務員、経営者・個人事業主)が 80％以上のグループ(NPO 法人を含む）
＜以下Ⅰ・Ⅱ共通要項＞
対象活動 ①高齢者福祉に関するボランティア活動
②障がい者福祉に関するボランティア活動
③こども(高校生まで)の健全な心を育てる交流ボランティア活動
※ただし、少年野球・サッカーなどのスポーツ活動や通常のこども会活動は除く
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 大同生命厚生事業団 事務局 ℡：06-6447-7101 FAX：06-6447-7102
URL：http://www.daido-life-welfare.or.jp/index.htm

市民活動とは、営利を目的としない市民の自発的・組織的・継続的な
公益活動のことです。具体的には、ボランティアや NPO（民間非営利組織）
の行う活動等を指します。
また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。

【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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