市民活動グループのイベント・助成金情報が満載！

2019 年

８月号
未来へ繋がる共同公演 vol.4 ～出雲と柳井に遺る古い人形を同時展示～
日時 8 月 4 日（日） 開演：13 時（終演予定 15 時）
会場 三丘市民センター(徳修館)大ホール
出演 出雲糸操り人形保存会、安田の糸あやつり人形芝居保存会
『絵本太功記 尼ヶ崎の段』
・・・出雲の糸操り人形
『伽羅先代萩 御殿の段』
・・・安田の糸操り人形
問合せ先 三丘市民センター ℡：0833-92-0177 ※入場は無料です。
会員
募集

★周南市安田の糸あやつり人形芝居保存会（三丘三和会）
毎週火曜夜 19：30～、三丘市民センター（三丘徳修館）にて稽古をしています。
是非一度、お気軽に見学にお越しください。一同お待ちしています。

AYSA 環境学習講座 ～水と森を知ろう～
日時 8 月 19 日（月）10 時～16 時 ☂小雨決行(雨天の場合は延期)
場所 菅野ダム（中須北字平川）・ふれあいの森（須々万本郷） 対象 小学 3～6 年生（保護者の参加も大歓迎）
定員 25 人（先着 25 人で締め切ります）

参加費 無料 申込〆切 8 月 10 日（土）必着

持参物 お弁当、飲み物、筆記用具、雨具、タオル、野外での活動に適した服装・履き物
申込方法 チラシ裏面の申込書に記入し、郵送または FAX していただくか、
メールで［参加者および保護者氏名、学校名、学年、住所、電話番号］をお知らせください。
申込・問合せ先 NPO 法人 山口県アクティブシニア協会(AYSA) 子供育成・環境部会 キッズグループ
TEL/FAX：0834-31-1299 メール：k_takeshichan70@gold.megaegg.ne.jp
〒745-0877 周南市東金剛山 1007-117（河本 武 方）
※チラシは周南市市民活動支援センターのＨＰに掲載およびセンター内に設置しておりますのでご確認ください。

第 127 回 周南ウオーキング協会 月例会
《9 月例会：初秋ウオーク（とおの山）

★コース：一般向き 約 14 ㌔》 ☂小雨決行

日時 9 月 8 日（日）9 時 35 分～予定 14 時 10 分ころ 集合/受付 JR 櫛ヶ浜駅に 9 時 35 分集合
コース JR 櫛ヶ浜駅～甲南緑地～キリンビバレッジ周南スポーツセンター～平原登山口～とおの山〔標高 288.4ｍ〕
～興元寺～周南市文化会館前～周南市美術館前～山口県総合庁舎前～JR 徳山駅（ゴール）を巡る、約 14 キロを歩きます。
▷昼食予定場所：とおの山山頂 持参物 弁当、飲み物、昼食時の敷物 ※コース途中にコンビニあり
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内に掲示してあります、「周南ウオーキング協会」のチラシをご覧ください。
１

第 55 回 『周南おりがみ研究会』
日時 8 月 25 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
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 〆切 なし
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

ハッピーエデュケーション 茶話会 in 周南 ※参加無料
日時 8 月 17 日（土） 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

HP：https://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！

＃不登校は不幸じゃない

▶▷▶全国 100 ヶ所同時開催！

昨年からスタートした不登校は不幸じゃないムーブメント。
今年も全国一斉イベントをやります！！【2019 年 8 月 18 日（日）13 時～17 時を予定】
不登校は不幸じゃないを合言葉に、もともと不登校の経験をした人と、いま学校に居場所が
なくて悩んでいる子どもやその保護者が繋がれるイベントを各地で行います。
※詳細等は「Happy Education」にお問合せください^^

“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）≫
月
９月

★ボランティアスタッフも募集しています★

教室のテーマ概要

【活動内容】青少年(小学生主体)と保護者を対象とする

美味しい科学

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

10 月

社会見学

※事前の研修で補助、指導できるようになります。

11 月

磁力で回る目も回る/電磁石と永久磁石のコラボ

【資格など】資格不要、年齢性別不問 、女性、学生も歓迎！

12 月

アルキメデスになって工作・実験

＊＊ものづくり、工作、実験、科学、子供が好きな方＊＊

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

1～3 月

▷▶▷ 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。

お休み

体験・見学はいつでもどうぞ！

（講師の都合などでテーマ変更することもあります）
※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
周南市市民活動支援センター内では、
グループバンク登録団体による定期展示を開始しました。
現在は「NPO 法人 下松べんけい号を愛する会」さんの
展示を８月末まで行っております！
※展示スペースに限りがあるため、各期間の展示は基本的に 1 団体です。
２

駅前賑わいオープントーク 『けん玉であそぼー！』
昔あそびの代名詞のけん玉。子どもの頃に遊んだ経験がある方もきっと多いはず。
実はけん玉には様々な技があります。通常の遊び方から、珍しい技までけん玉の奥深い魅力をご紹介いたします。
日時 7 月 31 日（水）11 時～13 時 場所 徳山駅前図書館 1 階共有スペース 参加費 無料 定員 30 名程度
対象 特になし。お子様からシニアまで大歓迎！! 事前申込 不要。当日、直接会場にお越しください
備考 参加者へのけん玉の貸出あり ※希望者には、数量限定でけん玉の販売もございます。
主催団体 周南けん玉教室
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/

★『周南けん玉教室』では毎月第 1・3 金曜日と毎月第 2・4 木曜日にけん玉教室を開催しています！
けん玉が好きな方、興味がある方など、ぜひご参加ください！（大人も OK）
※詳しい内容は周南市市民活動支援センター内にある周南けん玉教室のチラシをご確認ください。

2019 年度 地域振興助成

〆切：8/31

★Web 申請のみ［申請期間：2019 年 8 月 1 日～2019 年 8 月 31 日］

対象団体 NPO 法人等の非営利団体、学校法人
対象事業
①多世代が参与し、⾼齢層から若年層への伝承が含まれる天然資源及び⽂化的資産の保全・活⽤を通じ、当該地域のコミュ
ニティの発展に寄与する継続的事業
②地域に根ざした未利⽤エネルギーの有効活⽤、もしくは農と⾷のイノベーションと地域⼒アップに繋がる事業
助成期間 助成金交付日～2020 年 12 月 31 日 助成額 助成対象経費に対し 50 万円～限度額 100 万円／件
問合せ先 公益財団法人 報恩会

℡：03-3642-1566

FAX：03-3643-7094

関連 HP：https://www.mayekawa.org/

ゆたかなふるさと助成(植樹・環境教育分野)

〆切：8/31

対象団体 NPO 法人、一般社団法人、任意団体（環境をテーマにした、公益的な活動）
対象活動 瀬戸内海周辺一帯で、ゆたかなふるさとを守り・育て・次世代に引き継ぐ活動（植樹活動、環境保全活動、ESD・環境教育）
対象活動の実施期間 2019 年 10 月 1 日～2021 年 3 月 31 日
問合せ先 NPO 法人 瀬戸内オリーブ基金事務局

助成額 助成対象経費に対し上限 200 万円／件

℡：0879-68-2911

メール：info@olive-foundation.org

関連 HP：http://www.olive-foundation.org/grantinfo/

未来を強くする子育てプロジェクト

〆切：9/6（金）

《子育て支援活動の表彰》
対象 地域において子育て環境づくりに取り組む団体や個人
表彰内容 スミセイ未来大賞：表彰盾と副賞 100 万円、スミセイ未来賞：表彰盾と副賞 50 万円
文部科学大臣賞・厚生労働大臣賞：表彰状
《助成研究者への支援》
対象 子育てと人文・社会科学分野の研究活動の両立に努力されている女性研究者
表彰内容 スミセイ女性研究者奨励賞：助成金として 1 年間に 100 万円(上限)を２年間まで支給
問合せ先 「未来を強くする子育てプロジェクト」事務局

℡：03-3265-2283（平日 10 時～17 時 30 分）

関連 HP：http://www.sumitomolife.co.jp/about/csr/community/mirai_child/
３

県民活動支援事業

〆切：9/30

対象団体 県民活動(ボランティア活動)を行うために、新たに立ち上げた団体及び新たに立ち上げる団体であって、継続的
に活動を行う計画のある山口県内の団体
対象活動 まちづくり、社会福祉、環境保全、スポーツ・文化、青少年の健全育成、地域の安心・安全など公益的な分野
で、営利・宗教・政治活動を目的としない新たに取り組む活動
助成額 助成対象経費の合計の 1/2 以内(上限 10 万円)／件
問合せ先 一般財団法人 山口県厳島会 担当：田中

℡：083-933-2267

FAX：083-932-6858

関連 HP：http://www.yamaguchiitsukushimakai.or.jp/

公園・夢プラン大賞 2019

〆切：9/30

＜Ⅰ.「実現した夢」部門＞
募集内容 公園で行われ、皆さんの「夢の実現」となった、素敵なイベントや活動を募集
応募条件
①過去 5 年間(平成 27 年 1 月 1 日以降)に、公園で実施されたイベントや活動。イベントや活動の主催者は問わないが、
市民が主体となり実施したイベントや活動とする
②過去に「公園・夢プラン」に応募したイベントや活動も応募可能

※入賞・入選プランを除く

③応募の際、実施状況写真は必ず添付する
審査のポイント ①イベントや活動にかけた思いが伝わってくるもの

②公園、地域や町の活性化に関わったもの

表彰内容 各賞に応じて、賞状＋副賞(1 万円～10 万円のギフト券)を贈呈

＜Ⅱ.「やりたい夢」部門＞
募集内容 公園で「やってみたい」
「できたらいいな」という楽しいイベントや活動のアイデアを募集
応募条件
①応募プランは、実際に公園のイベントとして実現することがある
②応募プランの実現に際しては、内容の一部が変更される場合あり
③指定管理者等、公園管理に携わる方のアイデアも大歓迎
④応募の際、内容は文章・イラストなど自由に表現する。
審査のポイント ①やってみたくなる・参加したくなる新しいイベントのアイデア

②公園の利用方法の新しい提案

表彰内容 各賞に応じて、賞状＋副賞(1 万円～5 万円のギフト券)を贈呈
＜Ⅰ.Ⅱ共通要項＞
対象者 個人・グループ・団体・企業を問わず、どなたでも
問合せ先 一般財団法人 公園財団
メール：yumeplan@prfj.or.jp

℡：03-6674-1188

FAX：03-6674-1190

関連 HP：http://yumeplan.prfj.or.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/

※「情報ひろば」に掲載していますイベント情報のチラシはセンターのＨＰ及びセンター内でご確認できます。
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