市民活動グループのイベント・助成金情報が満載！

2019 年

６月号
第１０回 周南「絆」映画祭
開催日 6 月 1 日（土）
・2 日（日） 会場 シネマ・ヌーヴェル、テアトル徳山Ⅰ
チケット ※前売券は 5 月 31 日（金）まで発売中！
【前売券】1day チケット(1 日券)……1,500 円／2 日間共通フリーパスポート……2,500 円
【当日券】1 作品につき……一般・シニア・大高生：1,000 円／小中生：500 円／小学生未満：無料
前売券プレイガイド 周南市：周南市文化会館、まちのポート / 下松市：スターピアくだまつ / 防府市：アスピラート
光市：光市民ホール / 山口市：山口情報芸術センター / 宇部市：シネマ・スクエア 7

ラインナップ ★銃（県内初上映） ★種まく旅人～夢のつぎ木～（県内初上映） ★妻の愛、娘の時（県内初上映）
★最も危険な遊戯 ★オボの声（中四国初上映） ★チルソクの夏
ゲスト ※順不同 ※ゲストやイベントの内容は都合により変更になる場合があります
☆監督・佐々部 清 ☆監督・武 正晴 ☆監督・齋藤 孝 ☆俳優・重松 収 ☆元俳優・野瀬 哲男
問合せ先 周南映画祭実行委員会事務局 ℡：070-7560-6930(月～土・10 時～17 時)
メール：shunankizuna@gmail.com ▶最新情報は、公式 Facebook ページで‼ ➔

周南「絆」映画祭

🔍検索

≪10 回記念スペシャルイベント≫
♦探偵ナイト [6/1(土)21 時より 会場：バーシネマパラノイア]
♦マニィ大橋＆大和良子 どき生映画トーク［6/1(土)12 時 20 分～12 時 50 分 会場：テアトル徳山Ⅰ］
♦祝生誕 70 周年 松田優作さんグッズ展示＆「探偵物語」上映 [5/30(木)～6/2(日) 会場：徳山駅前図書館 交流室]
♦映画好きガールズユニット ONE SCENE ライブ＆トーク [6/1(土)13 時より 会場：徳山駅前図書館 インフォメーションスペース]

※イベントの詳細等は映画祭チラシをご確認ください！

ハッピーエデュケーション 茶話会 in 周南 ※参加無料
日時 6 月 2 日（日） 13 時 30 分～16 時 場所 学び・交流プラザ「交流室 7・8」
（山口県周南市中央町４−１０）
内容 『茶話会』
不登校は悪いことじゃない！日頃の悩み、心配事を吐き出して、子どもたちが自分らしく笑顔で学べるために、何が必要
で私たちに何が出来るのか、一緒に考えてみませんか？当事者はもちろん、関心のある方の参加をお待ちしております。
申込・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/

★不登校の子どもと保護者の心に寄り添うコミュニティです。
★不登校児ママ・教育関係者・カウンセラー等のボランティアスタッフで山口市・周南市・防府市を中心に活動中！

第 53 回 周南おりがみ研究会 例会
日時 6 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・申込先 周南おりがみ研究会（松田） ℡：080-1942-9222 メール：kuniom1119@outlook.jp
１

第 124 回・第 125 回 周南ウオーキング協会 月例会
《6 月例会①：岩国往来ウオーク ★コース：健脚向き約 12 ㌔／約 17 ㌔》 ☂小雨決行(降雨の状況によりコース変更あり)
定員 30 名 ※参加ご希望の方は事前申込が必要［募集定員に達した時点で締切ります］
日時 6 月 8 日（土）9 時 15 分～予定 15 時ころ(1 次ゴール)／予定 15 時 50 分ころ(2 次ゴール)
集合/受付 JR 岩国駅に 9 時 15 分集合
コース バス停：日宛(ひなた)～長谷日宛さざなみ公園～歴史の道岩国往来～上長谷地区【昼食予定】～長谷渓流～
松尾峠～多田渓谷～多田一里塚跡～錦帯橋（1 次ゴール：約 12 キロ）～JR 岩国駅（ゴール）を巡る、約 17 キロ
を歩きます。 ▶コースの前半は未舗装道、大半が渓谷、上り坂・下り坂の山道となります
持参物 弁当、昼食時の敷物、飲み物、ステッキ・ストック所有の方は持参する方が良い ※岩国駅売店で弁当購入可能
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

《6 月例会②：あじさいウオーク ★コース：一般向き約 15 ㌔》 ※申込不要 ☂小雨決行
日時 6 月 23 日（日）9 時 25 分～予定 14 時 20 分ころ 集合/受付 JR 柳井駅に 9 時 25 分集合
コース JR 柳井駅～マックスバリュ柳井新庄店～やまぐちフラワーランド(※入園しない)～石井ダム湖畔周回～菓子
乃季：あじさい祭り～国木田独歩旧宅～湘江庵(しょうこうあん)～白壁の町並み＜自由散策＞～JR 柳井駅（ゴー
ル）を巡る、約 15 キロを歩きます。 ▷昼食予定場所：菓子乃季 あじさい園付近
持参物 弁当、昼食時の敷物、飲み物 ※柳井駅近くにコンビニあり
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

《以下、共通要項》
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６月の“催し物”(チラシ)をご覧ください。

成果も人も大切にする新しい組織づくりを学ぶ講座
◆団体のメンバーそれぞれが自主的に考え、行動する新世代の組織“ティール組織”の手法を参考に、市民活動団
体や地域活動団体の組織づくりを学ぶ講座です！
日時 6 月 7 日（金） 19 時～21 時【受付：18 時 30 分～】 場所 徳山駅前賑わい交流施設 3 階「交流室 2」
対象 市民活動および地域活動に取り組んでいる人、または興味がある人。本テーマに興味がある人。
講師 吉原 史郎氏(Natural Organizations Lab 代表取締役)
プログラム
18：30～ 開会
18：35～ 吉原史郎氏による講演「成果も人も大切にする新しい組織“ティール組織とは”
」
19：35～ トークセッション「団体活動を変えるティール組織の可能性」
（吉原史郎氏×須子善彦氏）
20：35～ 質疑応答

※須子善彦氏・・・マイプロジェクト株式会社 Founder 兼 LLofGC

20：55～ 閉会
定員 30 名程度（受付け順） 受講料 無料 申込〆切 6 月 3 日（月）
申込方法 必要事項(氏名/所属団体名/電話番号/メールアドレス)を明記の上、持参・郵送・電話・FAX・メールにてお申込み
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/

２

第 26 回 コカ・コーラ環境教育賞＜活動表彰部門＞
対象団体 以下の要件を満たす個人・団体

〆切：6/14(金)

(拠点が国内であれば、活動地域は国内外を問いません)

①小・中学生を中心に環境教育に関する活動を行うボランティア団体もしくは学校
②日本国内に拠点を持つボランティア団体もしくは学校
対象活動
小中学生を中心とした 3 年以上継続している活動で、地域社会に根ざした環境教育・環境保全活動・環境美化活動
表彰額 最優秀賞：30 万円、優秀賞：10 万円
問合せ先 第 26 回コカ・コーラ環境教育賞

事務局

メール： kankyo-forum2019@guaras.co.jp

℡/FAX：03-6451-4688

URL： https://www.cocacola-zaidan.jp/

ヨネックススポーツ振興財団助成金

〆切：6/20(木)

対象団体 次のいずれかの団体
①スポーツ振興を主たる目的とする公益社団、公益財団法人、一般社団法人または一般財団法人
②上記以外の団体であって、規約を有する、会計組織を有する等、一定の要件を備える団体
対象事業 3 年以上継続して実施している、青少年スポーツの振興に関する事業
対象事業の実施期間 2019 年 10 月～2020 年 3 月の事業
助成額 助成対象経費の合計額の 1／2(上限 100 万円)以内／件
問合せ先 公益財団法人ヨネックススポーツ振興財団
メール：zaidan@yonex.co.jp

事務局

℡：03-3839-7195

FAX：03-3839-7196

URL：http://www.yonex.co.jp/zaidan/joseikin.html

子ども文庫助成

〆切：6/21(金)

＜Ⅰ．子どもの本購入費助成＞
【対象】子ども文庫、読み聞かせ団体、子ども文庫連絡会等で、３年以上の活動歴があるボランティア団体等または個人
【助成額】助成対象経費に対し一律 30 万円／件
＜Ⅱ．病院・施設子ども読書活動費助成＞
【対象】病院内で療養中の子どもたち、障害児施設、養護施設等の子どもたちに対し、読書啓発活動を行う、３年以上の
活動歴があるボランティア団体等または個人
【助成額】助成対象経費に対し一律 30 万円／件
＜Ⅲ．子どもの本 100 冊助成＞
【対象】子ども文庫、読み聞かせ団体、子ども文庫連絡会等で、読書啓発活動を行っている、ボランティア団体等または
個人 ※活動の長さは問いません
【助成内容】財団が選書をした小学校「低学年」
「中学年」「高学年」の 3 セットの中から、ご希望の 1 セットを贈呈
＜Ⅳ．子ども文庫功労賞＞★要推薦
【対象者】子ども文庫を長年に亘り（20 年以上）運営されてきた個人で、子どもの読書活動に貢献されてきた方〈他薦に
限ります〉
【表彰内容】賞金と記念品の贈呈
＜以下、Ⅰ～Ⅳに共通項目＞
【関連 HP】https://www.itc-zaidan.or.jp/summary/library/grant.html

３

第 30 回 緑の環境プラン賞

〆切：6/30(日)

＜Ⅰ．シンボル・ガーデン部門＞
【対象団体】NPO 法人、病院、福祉施設、商店組合、町内会、事業者、公益・一般の財団・社団法人、公共団体等の団体
およびこれらと同等以上の団体
【募集内容】地域のシンボル的な緑地として、人と自然が共生する都市環境の形成、地域コミュニティの活性化に寄与するプラン
【助成額】助成対象経費に対し上限 800 万円／件
＜Ⅱ．ポケット・ガーデン部門＞
【対象団体】市民団体、NPO 法人、学校・幼稚園・保育園、病院、福祉施設、商店組合、町内会、事業者、財団・社団法
人、公共団体等の団体およびこれらと同等以上の団体
【募集内容】日常的な花や緑の活動を通して、地域コミュニティの活性化や、保育園・幼稚園、学校、福祉施設等での情
操教育、身近な環境の改善等に寄与するプラン
【助成額】助成対象経費に対し上限 100 万円／件
＜以下、Ⅰ・Ⅱ共通項目＞
【対象事業の実施期間】2020 年 5 月 31 日まで
問合せ先 公益財団法人 都市緑化機構「都市の緑３表彰」(担当：益永、小松、菊池)
℡：03-5216-7191（代表） FAX 03-5216-7195
メール：midori.info@urbangreen.or.jp

URL：https://urbangreen.or.jp/info-grant/3hyosho/3hyousyou2019boshu

第 39 回 緑の都市賞＜緑の市民協働部門＞

〆切：6/30(日)

【対象団体】主に市民団体（町内会・自治会等の地縁団体、NPO、学校・病院等での活動を展開している団体等）
【募集内容】ボランティアを基本とした緑化活動で、地域の社会や環境へ貢献するもの
【表彰内容】各賞に応じて活動助成金（5 万円～20 万円）を贈呈
問合せ先 公益財団法人 都市緑化機構「緑の都市賞」事務局

℡：03-5216-7191

FAX：03-5216-7195

メール：midori.info@urbangreen.or.jp
URL：https://urbangreen.or.jp/grant/3hyosho/green-city/youkou-toshisho

明治安田生命 地域支え合い活動助成プログラム

〆切：6/30(日)

【対象団体】市民参加型を基本としたボランティア団体・NPO 等の非営利団体
【対象活動】配食サービス、会食サービス、孤立予防のための居場所運営、生活助け合い活動、見守り活動など
【助成額】総額 165 万円
◆活動立ち上げ資金の助成…新たな団体で、近い将来活動を始める具体的な計画があること
◆備品購入資金の助成…現在の活動において必要な備品が不足しており、この助成により運営が円滑化・活性化 されること
問合せ先 一般社団法人 全国食支援活動協力会 事務局

℡：03-5426-2547

FAX：03-5426-2548

URL：http://www.mow.jp/

【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/

４

