★ファイザープログラム

新 居 浜 市 ま ち づ く り
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～テーマ：「中堅世代」の心とからだのヘルスケア～

■助成対象■民間の非営利活動団体（法人の有無は問わない）/市民が主体的に参加して活動する団体/2 年以上
の活動や研究実績があること
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■助 成 金 ■1 件あたり上限 300 万円（今年度の総額は１５００万円、7 件程度の助成を行う予定）

活動状況調査票

■応募締切■6 月 5 日（月）～6 月 16 日（金）必着
詳しい内容・申請書のダウンロードは HP をご確認ください
http://www.pfizer.co.jp/pfizer/company/philanthropy/pfizer_program/announce/index.html
【問い合わせ・応募先】ファイザープログラム事務局 市民社会創造ファンド
〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町 1-4-3 日本橋 MI ビル 1 階

（担当：武藤・坂本）
TEL：03-5623-5005

★平成 29 年度県民総合文化祭企画公募事業募集
■応募資格■愛媛県を中心に構成され、応募する企画を自主的に運営、実施できる団体等とします
■助

成■優秀規格の実施に要する経費のうち、実施団体等の自己負担の範囲内で助成金を交付
助成金の額は 1 件につき 50 万円以内とし、原則として 2 件の事業を採択

提出のお願い

多くの団体が総会も終わり、新体制での活動が始まったと思います。例年に引き続き、登録内容
の確認、前年度活動内容をご提出いただく時期となりました。近年、行政・企業・一般の方からの
問い合わせや、コーディネートをお願いされることが増加しております。そこで円滑にコーディネ
ートや紹介ができるよう、協働オフィスでは皆様の活動内容や連絡先等を把握したいと考えており
ます。
今回より、最終更新日の内容で書類をお送りしておりますので、変更項目を赤字で訂正いただき、
ご返送ください。
引継ぎ等でお忙しい時期とは思いますが、活動状況調査票を必ずご提出いただきますよう、お願
いいたします。

■応募締切■6 月 30 日（金）までに、郵送、FAX、mail、又は持参 ※郵送時は当日の消印有効
詳しい内容・申請書のダウンロードは HP をご確認ください

★☆ 協働オフィスの登録団体が結びつき、共通の課題解決を図ることを

https://www.pref.ehime.jp/h13000/28kikakukoubo.html

目的として実施する事業を募集します ☆★

【問い合わせ・応募先】愛媛県企画振興部文化・スポーツ振興課内 愛媛県文化協会事務局
〒790-8570 松山市一番町 4-4-2

TEL：089-932-8310 FAX：089-912-2969

E-mail：bunkasports@pref.ehime.lg.jp

【募集期間】平成２９年６月 1 日～８月３１日までに提出
【募集内容】①平成２９年１０月～平成３０年３月までの間に、新居浜市内で実施する事業であること ②企画内容が

★平成 29 年度 あしたのまちくらしづくり活動賞

十分検討されており、実現可能な企画であること

■募集対象■２年以上の活動実績があり、地域住民が自主的に結成し運営している地域活動団体、または、地域

登録団体と連携した新たな組織（柱会）を設立して実施する事業

活動団体と積極的に連携して地域づくりに取り組む企業、商店街、学校等。

【応募資格】まちづくり協働オフィスに登録している団体（新たに登録する団体も含む）で、事業を実施するために他の
【事 業 費】1 事業に対し上限２０万円(総額７０万円を予定)

■表彰内容■あしたのまち・くらしづくり活動賞・内閣総理大臣賞…１件 副賞２０万円 ほか

【提出書類】２９年度事業計画書、３０年度事業計画書 ※柱会を立ち上げてない場合は、設立申請書要

■応募締切■７月５日（水）

※申請書は協働オフィス内で配布もしくは HP よりダウンロードできます

詳しい内容・申請書のダウンロードは HP をご確認ください http://www.ashita.or.jp/prize/

ご不明な点はまちづくり協働オフィス（65-3158）までお気軽にお電話ください

【問い合わせ・応募先】公益財団法人あしたの日本を創る会
〒106-0031 東京都港区西麻布 3-24-20 交通安全教育センタービル４階
TEL：03-5772-7201

FAX：03-5772-7202

Mail：ashita@ashita.or.jp

6 月のお休みは 4(日)・11(日)・18(日)・25(日)です

アルバイトさんを募集します！
勤務日数：週１～２日程度（不定期、シフト表で定める）

発行：新居浜市まちづくり協働オフィス

時

開館時間：(平日)１０:００～１９:００ / (土曜)１０:００～１８:１５

勤務時間：９時４５分から１９時間までの間、実質７時間４５分（相談可）

※事前予約があれば、時間外も利用可能(オフィス開館内で鍵を受け取りにきてください)

勤務内容：電話・来客対応、パソコンを使用しての議事録や簡単な資料の作成など

〒792-0023 新居浜市繁本町 8 番 65 号 市民文化センター別館 1F

応募資格：６５歳までの方で、パソコンの基本操作（Word、Excel）ができる人

TEL 0897-65-3158 /

応募方法：６月１５日までに履歴書を新居浜市まちづくり協働オフィスまで持参または送付してください

FAX 097-65-3157

MAIL info@niihama-kyodo.jp / URL http://niihama-kyodo.jp

給：800 円

面 接 日 ：６月２０日（火）午後から実施（時間は後日連絡します）

新規利用登録団体紹介
With

芸乃一門勢揃い！

芸乃一門落語会 in あかがねミュージアム

チルドレン料理教室

登録番号

日時：６月１７日 １０時～
内容：おはぎとそうめん作り
場所：角野公民館
料金：無料（先着１０名）
★13 時～15 時までフリーマーケットもや
ってるよ♪みんなで遊びに来てね

日時：6 月 4 日(日) 13:00 開演(12:30 開場)
場所：多目的ホール
料金：800 円(前売 500 円)
【チケット】協働オフィス、
あかがねミュージアム、新居浜
市内の明屋書店にて販売中

団

体 名

活動内容

316

ピンクシャツデー愛媛

カナダ発祥のいじめ反対運動「ピンクシャツデー」を日本
でも広めましょうということで日本の連携団体。
市内連携団体と協力して、広報活動しています。(講演・展
示など)

317

八雲自治会

２カ月に１回程度、高齢者の集いで DVD による映画鑑賞や、
子供会での DVD や、防災の DVD 等を定期的に館内で鑑賞

問い/申し込み
グループさつき生活学校 40-0689(原)
第１００回ゆる座

「あかがねミュージアムの大ホールで

第３２回 ゆいねっと Study 倶楽部

『自閉症の障がい特性と支援について』

１００回記念イベントしよ！」

難聴と耳の病気の講演会
日時：６月３日(土) １４:００～１６:００
会場：総合福祉センター２階 第１研修室
講師：十全総合病院耳鼻咽喉科 宮本佳人先生
会費：無料（どなたでもご参加いただけます）
問い：新居浜市難聴者協会
事務局長 森田元治（４３－６０８６）

第 15 回 日本語学習者による

日

時：６月３日(土) １４時～１６時(受付１３時半)

日

時：６月５日(月) １０時～１２時

日本語スピーチコンテスト

場

所：あかがねミュージアム B1 多目的ホール

場

所：新居浜市総合福祉センター2 階 第１研修室

日時：6 月 25 日(日)
13:30～16:00
会場：新居浜市総合福祉センター
問い：地域コミュニティ課
65-1218

参加対象：２００名まで着席できます

参加費：５００円（要事前申込）

【問い】生活支援センターわかば ４１-４８８１

【申込・問い】ワークチームゆい ３３-４８６０

登録番号：234 新居浜市勇太鼓保存会
昭和 62 年に誕生した、愛媛県新居浜市の和太鼓団体です。 新居浜市制 50 周年を

ホワイツ 定期朗読会
日程：6 月 10 日（土）
時間：13:30～（開場 13:00～）
場所：県総合科学博物館 多目的ホール
～朗読内容～
・硝子戸の中より
・枕草子への招待より(新居浜西中生参加)
・汐の恋文
ほか

三角田んぼで、田植え作業！

記念して創作された和太鼓曲「新居浜勇太鼓」の継承と普及に努めています。 年間約 60 回の練習に加え、
各種イベントへの出演や、和太鼓教室の開催を行っています。メンバーも随時募集中です！

日

時：6 月 10 日（土） 8:30～12:30

場

所：地球っ子ひろば（JR 中萩駅北側）

★

服

装：汚れてもいい服装(長袖、ズボン)/着替え

日時：６月 27 日（火） 19：30～21：00

帽子/田んぼで履く使い古しの靴
持

物：タオル、飲み物、お菓子(お弁当)

対 象：親子※先着 50 名
締 切：6/1（木）
参加費：大人
300 円

市民和太鼓教室 ご案内 ★

人数：10 名限定（要予約）※高校生以上が対象です
場所：新居浜市市民文化センター大ホール

（大ホール裏側に、舞台への入り口があります）
持物：動きやすい服装・飲み物・タオル・室内シューズ

子ども 200 円

問い＆申し込み：まちづくり協働オフィス（0897-65-3158）
※氏名・住所・連絡先をお伝えください ※締切 6/20

入場無料です。お気軽にお越しください
主催：朗読サロン「ホワイツ」

まちゅり

【問い・申し込み】プロジェクト地球っ子ひろば
090-2762-2228（射手）

お出かけ情報

6 月もイベント盛りだくさ
8:30～17:00（東温市横河原河川敷）
ん！
とうおんファミリーフェスティバル
えひめ国体開催も近づいて
◆6/11(日) 10:00～17:00 のいずれかの時間（フジグラン新居浜）
きまちた(*’▽’)
えひめ国体開催 111 日前新居浜市記念イベント
◆6/18(日) 9:30～12:00（新居浜市泉川小学校）
わんぱく相撲にいはま場所
◆6/25(日) 9:00～12:00（登道サンロード）
百縁笑点街＆さんさん産直市
※時間は、各イベントの開催時間ではありません。
また、予定を変更する場合がありますので、ご了承ください
◆6/3(土)

ステージ上

＊＊大島ファンの集い＊＊
613/(火)

＊＊

19:00～

環境の日

＊＊スポーツの柱会＊＊
6/5(月)

＊＊

6/15(木) 10:00～１7:00
※コアタイム 14:00～16:00

19:00～

＊＊多文化共生の柱会＊＊
6/21(水/Wed.)

14:30～15:30

会場
まちづくり協働オフィス

