市民活動グループのイベント・助成金情報が満載！

『改正「相続法」を正しく知って、賢く選ぶ』 ～大切な人へ、何を どう伝えますか～
≪相続人の範囲、遺言書を作成すべき事例、法改正のポイントなどを身近な事例を交えて解りやすく説明します！≫
日時 ９月 21 日（土）13 時 30 分～15 時 30 分(質疑応答を含む)
会場 徳山社会福祉センター 2 階 中会議室 ※駐車可能台数が少ないため、公共交通機関をご利用ください。
対象・定員 会員と会員以外の市民 20 名（先着順で定員になり次第締切）
講師 司法書士 内山 敬二氏

受講料 無料

申込日時 9 月 8 日(日)と 9 月 14 日(土)。ともに午前 9 時～11 時の間 ※時間厳守
申込方法 お電話にて【氏名・年齢・居住地域・電話番号】をお伝えください。
申込・問合せ先 周南消費者協会 ℡：090-5261-1635（河村）
☆当日、会員の加入手続きをいたします。ぜひご加入ください！〔年会費：500 円〕

“不登校でも、もう悩まない。” 茶話会 第 10 回
《子供の不登校で悩みや不安を抱えている親御さんを中心に、気軽にお話をする茶話会です。また、不登校や発達障害
に関わる教育関係者や専門家も参加します。一人で悩みを抱えず、たまにはゆっくりと吐き出してみませんか？》
日時 9 月 27 日（金）13 時 30 分～15 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
参加費 無料（飲み物は各自ご持参ください）
対象 どなたでも（不登校のお子様をお持ちの親御さんや教育関係者など、お気軽にご参加下さい）
問合せ先 フリースクールまなポート（小松） ℡：0834-33-9314
Facebook イベントページ：https://www.facebook.com/events/2368668163200350/
★教育関係および専門家 参加者
小松範之（フリースクール運営・不登校専門コーチング・通信制高校運営）／本田篤嗣（コーチング・学習指導・通信制高校運営）
坪郷浩一（工学博士・企業技術顧問・坪郷計算工学研究所）／黒葛原健太朗先生（周南こども発達相談センター）
☆事前にご質問、ご相談等をいただけておりますと資料等準備が可能ですので、ご質問内容等を(メッセージ等で)お寄せください。
★今回が第 10 回目となります。初めての方もお気軽にご参加下さい。定期開催（月１）を予定しています。
☆人数に限りがありますので、事前にご連絡をいただけていると助かります。
★ご相談の場となっていますので、個人情報の保護を厳守しています。営業目的でのご参加はお断りしています。

第 56 回 『周南おりがみ研究会』
日時 9 月 15 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
１

受講生募集！点訳・音訳ボランティア初心者講習会
初回講習日 点訳：10 月 4 日（金）/ 音訳：10 月 10 日（木） 持参物 筆記用具
『点訳』視覚障害者の方々のために点字図書製作。点字の基礎から、パソコン点訳まで
▷毎週金曜日、昼の部：13 時～15 時 / 夜の部：18 時～20 時、2019 年 10 月～2020 年 3 月≪全 24 回≫

『音訳』視覚等に障害がある方々のために、図書や雑誌を読み、音声により正しく伝えます。音訳の基礎からパソコン音訳まで
▷第 2・4 木曜日、13 時～15 時（木曜日に隔週実施の予定ですが、月により変更あり。初回に日程表をお渡しします）
2019 年 10 月～2020 年 3 月≪計 15 回≫
場所 周南市徳山社会福祉センター 2 階ボランティア室 申込〆切 9 月 27 日（金）
受講料 無料（ただし、資料代 1,000 円を初回にお持ちください）
※講習修了後は、点訳・音訳ともパソコンでの図書製作にご協力お願いします。
申込・問合せ先 特定非営利活動法人 周南市視覚障害者図書館
℡：0834-34-9351(月・火・木・金、9：30～15：30)

FAX：0834-34-9352

『ボランティア結集の日』 ～楽しみませんか。ボランティア～
日時 9 月 7 日（土）
・8 日（日）8 時～15 時（集合時間 8 時） ※雨天中止
集合場所 吉原回転場(下松市河内下松高校下から中宮参道 500ｍ上る)
作業内容 相撲場の展望台と中宮公園の展望台からの見晴らしを良くする
持ち物等 山歩きできる作業服装で、ノコギリ・厚鎌・草刈り鎌・飲み物(水 2ℓなど) ※弁当は参加者全員に提供
募集人員 7 日・8 日各 40 人程度（確保出来次第締切） 申込〆切 9 月 4 日（水）
申込方法 電話・FAX またはメールにて申込み 申込先 TEL：0833-46-1218(宮田)
FAX：0833-41-5607（永田）／ 0833-43-2363（岡崎）
／ 0833-43-6035（清木）／ 0833-41-4852（廣戸）／ 0833-43-0560（松岡）
メール：eiitsuro.744-0061@kvision.ne.jp
主催 NPO 法人 降松平和の里ハイキングの会

伝える・広める広報講座 『チラシ編』
日時 9 月 28 日（土） 15 時～17 時 30 分 場所 周南市徳山駅前賑わい交流施設 3 階「交流室 2」
内容 ※パソコンは使用いたしません
伝わるチラシづくりのポイントは？チラシづくりの前にコンセプトと企画を学んで実際にチラシをつくってみよう！
講師 松浦 和子氏（防府市地域協働支援センター センター長）
対象 市民活動団体、地域団体に所属されている方、講座内容に興味のある方 など
参加費 無料 定員 20 名程度(受付順) 持参物 筆記用具
申込方法 必要事項を明記の上、持参・電話・FAX・メールのいずれかで申し込みください
〔必要事項：①団体・学校名/②氏名(複数名での参加の場合は参加者全員分の氏名)/③電話番号/④メールアドレス〕
※持参・FAX の場合は講座チラシの裏面にある参加申込書にご記入ください

申込・問合せ先 周南市市民活動支援センター ℡：0834-32-2200（問合せ可能日時➔月～土、9：30～18：15）
FAX：0834-32-2201 メール：shiencent@city.shunan.lg.jp

２

令和元年度 山口「環境絵日記」

〆切：9/20（金）

【対象者】山口県内の小学生
【募集内容】山口県内の小学生が描いた「環境」に関する絵日記の募集
(山口「環境絵日記」は、子どもたちが夏休み等に家族や学校、地域の人たちと一緒に環境について考え、調べ、行動し、
その経験を絵日記という形で楽しみながら表現することで、自ら家庭や地域で環境に配慮した行動をとれるようになるこ
とを目的にした取り組み)
【表彰内容】低学年(1～3 年生)の部及び高学年(4～6 年)の部に分け、それぞれ選定
【最優秀賞】優秀賞には賞状、記念盾、副賞を贈呈。入選には賞状と副賞、その他、応募者全員に参加賞を贈呈
【申込・問合せ先】公益財団法人 山口県ひとづくり財団
℡：083-987-1110

県民学習部 環境学習推進センター

FAX：083-987-1720

関連 HP：
https://eco.pref.yamaguchi.lg.jp/learning/sys/000/detail.php?nowpage=%E6%96%B0%E7%9D%80%E6%
83%85%E5%A0%B1&category=%E6%96%B0%E7%9D%80%E6%83%85%E5%A0%B1&detailID=900&

県民活動支援事業

〆切：9/30（月）

【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
【提出・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/

第 14 回コープやまぐち女性いきいき大賞

〆切：9/30（月）

【対象団体】
・山口県内に在住、もしくは主たる事業所があり、5 名以上のメンバーで構成された 団体とします。
・３年以上の活動経験を持ち、構成員の主体が女性であり、代表者が女性もしくは運営 の中心メンバーが女性である団体とします。
・推薦または自薦時点で活動が継続しているものとします。
【対象分野】
①くらしづくり分野（健康、文化、環境、省エネ、リサイクル、食の安全・安心など）
②子育て分野（子育て支援、教育、子どもの安全、母子保健、食育など）
③福祉分野（高齢者福祉、介護福祉、障害者福祉など）
④地域づくり分野（街づくり、村おこし、地産地消、農業、伝統文化、平和など）
【対象活動】県内でくらし、健康、子育て、子どもの安全、文化、福祉、環境、街づくり、村おこしなど自主的な活動を行
い、創意と工夫に富んだ活動
【助成額】副賞として 10 万円～30 万円
【申込・問合せ先】生活協同組合コープやまぐち 女性いきいき大賞事務局

℡：0120-27-5520(組合員活動グループ)

関連ＨＰ：http://www.yamaguti-coop.or.jp/about/ikiiki/

第 21 回 食料・環境・ふるさと みんなの写真コンテスト

〆切：12/31（火）

【テーマ】水・土・人・くらし
…農林水産業を営む人々や生き物たちの豊かな表情、子どもたちの澄み渡る笑顔やわたしたちを優しく包む農山漁村の風
景、暮らしに潤いを与える花と緑の風景

など

【応募資格】山口県内にお住まいの方
【応募方法】応募用紙に貼付けして送付。E メールでの提出も可

※山口県内で撮影した未発表のものに限る

【表彰内容】一般の部：賞状と各賞に応じて賞金 2 万円～10 万円または記念品／児童・生徒の部：賞状と図書券または記念品
【応募・問合せ先】水土里ネット山口 総務企画課
関連 HP：http://www.yamadoren.or.jp/

℡：(083)933-0033

メール：midori@yamadoren.or.jp

※詳細や注意事項はチラシをご確認ください。
３

第 26 回ボランティア活動助成

〆切：9/15（日）

【対象団体】ボランティア活動を行っているメンバーが５名以上で、かつ営利を目的としない団体（任意団体、NPO 法人、
財団法人、大学のボランティアサークル等）※社会福祉協議会、行政(市区町村の担当部署)、共同募金会及び NPO センタ
ーの窓口担当者の方から、活動状況等に関するコメントが必要
【対象活動】
①高齢者、障がい児者、子どもへの支援活動及びその他、社会的意義の高いボランティア活動
②地震・豪雨等による大規模自然災害の被災者支援活動
（大規模自然災害とは、
「東日本大震災」
「平成 28 年熊本地震」「平成 29 年 7 月九州北部豪雨」
「大阪府北部地震」「平成
30 年 7 月豪雨」
「北海道胆振東部地震」等）
【助成対象期間】(領収書の有効日付) 令和 2 年 1 月 1 日(水)～12 月 31 日(木)
【助成額】助成対象経費に対し上限 30 万円／件
【送付・問合せ先】公益財団法人 大和証券福祉財団 事務局

℡：03-5555-4640

FAX：03-5202-2014

メール：fukushi@daiwa.co.jp
関連 HP：http://www.daiwa-grp.jp/dsf/grant/outline.html

第 17 回 読売福祉文化賞

〆切：9/30（月）

【対象】社会福祉の各分野で 21 世紀を切り開く創造的な業績をあげ、障害者や高齢者の暮らしやすい環境づくり、自立支
援、社会参加の推進や、困難な状況にある子どもたちの支援などに貢献している団体または個人
(1)公益性ある創造的な事業で、ハンディを持つ方や地域の人々に元気を与え、ネットワークを広げている
(2)個人または団体が生き生きとした活動の場を持てる支援を実践している
(3)福祉の現場において、多様な文化の向上に尽くしている
(4)明確なテーマを持って、目覚ましい実績をあげ、将来も継続、発展が期待できる
【対象活動】 以下の 2 部門に該当する活動
・高齢者を支援する福祉活動を対象とする「高齢者福祉部門」
・障害者や子どもの福祉を中心に福祉全般を対象とする「一般部門」
＜活動例＞＊高齢者による地域社会への貢献や福祉活動

＊高齢者の日常生活のサポートや社会参加を促進

＊障害者のスポーツ活動支援

＊障害者の就労や自立を支援

＊障害者と健常者が共に参加する芸術活動

＊障害を持つ子どもたちの支援

＊大規模災害で被災した障害者・高齢者の支援活動

【支援金額】100 万円
【送付・問合せ先】読売光と愛の事業団・読売福祉文化賞

℡：03-3217-3473

メール：hikari-ai@yomiuri.com

関連 HP：https://www.yomiuri-hikari.or.jp/report/17.html

第 15 回 JTB 交流創造賞 (組織・団体部門)

〆切：9/30（月）

【対象団体】観光振興、地域活性化に取り組んでいる組織・団体
【募集内容】国内外を問わず旅行者を受け入れる地域として、地域固有の魅力の創出・需要の創造、地域活性化、双方向の文
化交流など、一過性のイベントではなく「持続可能な観光」を創造したオリジナリティを活かした取り組み事例
【賞金額】最優秀賞(1 作)：賞金 100 万円／優秀賞(2 作)：賞金 20 万円
【応募・問合せ先】JTB 交流創造賞事務局
TEL.03-5396-8149（10：00～17：30 土・日・祝日休み）
FAX.03-5396-8140
関連 HP：http://www.jtb.co.jp/chiikikoryu/koryusouzousho/obo/koryu.asp

【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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