2018 年度環境市民活動助成のご案内
【活動助成】
応募期間：平成 29 年 11 月 1 日（水）～11 月 30 日(木)当日消印有効
対象団体：NPO 法人、一般社団法人、任意団体
※一般財団法人、公益財団･社団法人、観光協会、商店会等は対象外
助成枠：(NPO 法人、一般社団法人)1 団体あたり上限 200 万円/(任意団体)1 団体あたり上限 100 万円
※助成総額…1 億円(団体数は総額内で決定)
＊その他、NPO 基盤強化助成、緑化植花助成、清掃助成の募集もしています。詳しくは一般社団法人
セブン-イレブン記念財団 HP をご覧ください。
【問合せ】一般社団法人セブン-イレブン記念財団
（受付時間 9:30～17:00 ※土･日曜日を除く）
〒102-8455 東京都千代田区二番町 8 番地 8 TEL：03-6238-3872 FAX：03-3261-2513
E メール：oubo.17b@7midori.org HP：http://www.7midori.org

平成 30 年度福祉助成金募集要項（公益財団法人 ヤマト福祉財団）
【募集期間】平成 29 年 10 月 1 日（日）～平成 29 年 11 月 30 日（木）（当日消印有効）
Ⅰ.障がい者給料増額支援助成金
(1)ジャンプアップ助成金
助成金額：定額 500 万円(助成件数 最大 10 件程度)
(2)ステップアップ助成金
助成金額：上限 200 万円(助成件数 20 件程度)
Ⅱ.障がい者福祉助成金
助成金額：最大 100 万円
詳しい内容や応募方法、様式のダウンロード等は、公益財団法人ヤマト福祉財団のホームページをご
覧ください。
【問合せ・提出先】公益財団法人 ヤマト福祉財団
〒104-0061 東京都中央区銀座 2-12-18 ヤマト銀座ビル 7 階
Tel：03-3248-0691 Fax：03-3542-5165 HP：http://www.yamato-fukushi.jp/

11 月のお休みは 3

日(金/祝)・5 日(日)・12 日（日）・19 日(日)・23 日（木/祝）・26 日(日)です。

発行：新居浜市まちづくり協働オフィス
開館時間：(平日)１０:００～１９:００ / (土曜)１０:００～１８:１５
※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)
〒792-0023 新居浜市繁本町 8 番 65 号 市民文化センター別館 1F
TEL 0897-65-3158 / FAX 0897-65-3157
MAIL info@niihama-kyodo.jp / URL http://niihama-kyodo.jp

会員募集特集 Ｐａｒｔ1
会員募集などの情報掲載のご希望がありましたら、毎月 20 日までに協働オフィスまでご連絡ください。

＜愛媛ツインバスケットボールクラブ愛媛エンジェルス＞
ボランティアスタッフ・選手大募集！
練習を見てみたい！一緒にプレーしてみたい！
理由は何でも OK。
ツインバスケットボールを楽しみましょう。
スポーツの素晴らしさを一緒に感じましょう。
◆主なサポート：車椅子の準備・片付け・移動補助
ゲームに参加・スコア
他
◆応募資格：笑顔の素敵な方！
◆特典：12 月開催「ちきちきクリスマス大会」忘年会
◆お問合せ先
愛媛ツインバスケットボールクラブ愛媛エンジェルス
http://ehime-angels.boy.jp/
TEL:090-4503-8001(清水）
e-mail:s.yoshihiro.0505@shirt.ocn.ne.jp(清水）

＜Angels of Victoory＞
タグラグビー

チームメイト募集

見学や体験もお気軽にどうぞ！
◆会費：月 1,000 円（保険代別）
◆対象：幼稚園・保育園・小学生
◆場所：予定表をお配りします
月曜日 17：00～19：30
高津小学校体育館
土曜日 18：30～20：00
高津小学校体育館
◆連絡先：Angels of Victory 宮村 090-5917-0777
まちづくり協働オフィス 0897-65-3158

第 37 回ゆいねっと Study 倶楽部
『自閉症の障がい特性の理解』
「特定非営利活動法人ゆいねっと新居浜」では、
発達障がい児・者支援のための勉強会 ゆいねっと
Study 倶楽部を開催しております。
日時：11 月 6 日（月）10：00～12：00
場所：新居浜市総合福祉センター2 階 第 1 研修室
講師：桑原綾子先生（ライフサポートここはうす所長）
内 容
・障がいの特性について知ろう
・特性に合わせた支援とは
一般の方は、参加費５００円です。
（当日集金）
《申し込み・お問い合わせ》
ワークチームゆい／放課後クラブぴあ／療育ルームいろは
利用の保護者の方、ゆいねっと新居浜の会員、賛助会員は
無料です。
参加希望の方は、11 月 2 日（木）までに、放課後クラブ
ぴあまで電話でお申し込みください。
0897-33-4860（平日 9：00～18：00）

講演会
「ファミのひとり語り
多様性社会を目指して」
日時 11 月 19 日（日） 13：30 開始
（開場 13：00）
場所：新居浜市総合福祉センター
第 3 研修室
参加費：500 円（資料代）
講師：朴 和美（ぱくふぁみ）さん
（ＮＰＯ法人「女性の安全と健康のための支
援教育センター」理事）
申込先：090-9459-1441（村上）
FAX：0897-32-4555
niihama.hotnet@gmail.com
主催：ＮＰＯ法人 新居浜ほっとねっと
http://niihama-hot.net/

I’m

HOME TＯＵＲ

2017 in 愛媛

森源太トーク＆ライブ

日時： 11 月 18 日（土）
開場 13:30 開演 14:00
参加料金
大人前売り 2,000 円（当日 2,500 円）
高校生以下無料（要予約）
会場：新居浜工業高等専門学校 階段教室
愛媛県新居浜市八雲町 7-1
お問い合わせ
主催・Team 縁～yukari～
高見佐智恵
090-7141-4408
mail：info.yukari@gmail.com
チケットは協働オフィスにあります。

まちゅり

お出かけ情報

11 月 18 日、19 日はゆるキャラ GP2017 の開催地、三重県に行ってきまちゅ(>ω<)ノ
初めて行くところで緊張してるけど、頑張って新居浜を PR してきまちゅ♪
◆11/5(日)11:00～13:00 第 52 回 国領祭(新居浜工業高等専門学校)
◆11/11(土)9:50～10:50 金栄ふれあいランド～わくわくランドキッズ王国・ふるさと青空
マルシェ～(金栄公民館)
◆11/18・19(土・日) ゆるキャラグランプリ 2017(三重県桑名市ナガシマリゾート)
◆11/26(日)9:00～12:00 百縁笑点街＆さんさん産直市(登道サンロード)

第3回

お寺・DE・落語会 in 西正寺 古今亭菊志ん独演会

今！脂がのりきった旬の落語を西正寺で是非お聴き下さい。
日時：11 月 10 日(金)19:00 開演（18:30 開場）
場所：西正寺
愛媛県新居浜市田の上 3-1-53
出演：古今亭菊志ん 芸乃虎や志 ほか
料金：前売 2,000 円 当日 2,300 円
チケットは協働オフィスにあります
主催：西正寺＆新居浜で落語を聴く会
問合せ：西正寺 TEL：0897-45-0175

※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。

オフィスからのお知らせ
≪ＮＰＯ相談窓口について≫
11 月以降は事前予約制で協働オフィスにてＮＰＯ相談を受け付けいたします。
問い合わせ・申し込み先
新居浜市一宮町一丁目５番１号 地域コミュニティ課 担当：平田
電話（0897）65-1218 FAX（0897）65-1255

平成 29 年度新居浜市まちづくり協働オフィス事業決定！！
◆多文化共生の柱会
◆文化の柱会
◆大島の柱会

事業名「外国人のための新居浜太鼓祭り観光案内事業」
事業名「文化的イベントの支援事業」
事業名「大島伝統行事保存継承事業」

●環境の柱会
11 月は都合によりお休みします。
●大島の柱会
11/14(火) 19:00～21:00
●多文化共生の柱会 11/22 (水) 14:30～15:30
場所はいずれも、協働オフィスです。どなたでも参加 OK♪是非、ご参加ください。

