◆◇助成金情報◆◇
（その他の助成金情報は協働オフィス HP をご覧ください）

公益信託 伊予銀行環境基金『エバーグリーン』
受付期間： 8 月 31 日（金）※当日消印有効

◆◆【市民活動 PR イベント in イオン新居浜】のご案内◆◆

助成金額
イオン新居浜の周年祭において、NPO 法人・市民活動団体・ボランティア団体等の PR イベントを行います。

(1)原則として 1 件 50 万円以内となります。
(2)同一申請者が行う同一テーマの事業については、連続助成は目安として３年までとします。
(3)助成を受けた翌年度も申請できますが、上記(2)の連続助成の場合は助成終了後の翌々年度以降、

今回で 2 回目の西条市市民活動支援センター、イオン新居浜、新居浜市まちづくり協働オフィスとのコラボイ
ベント。
前回は、たくさんの来場者で盛り上がりました。今回も、前回以上にたくさんの団体さんが参加！

申請可能となります。

パフォーマンス・体験コーナー・展示などで団体 PR を行います。

詳細・ダウンロード

観覧自由。入場無料。（ただし、ブースによって材料費など必要になる場合があります。
）

http://www.iyobank.co.jp/about_iyo/csr/environ/ever_green.html

3 日間それぞれ、会場・開始時間・内容等が異なりますのでご了承ください。

伊予銀行環境基金『エバーグリーン』のお問い合せ先

詳しくは、イベント近くに発行予定のイオン新居浜の

★伊予銀行 広報ＣＳＲ室 公益信託 伊予銀行環境基金『エバーグリーン』担当

チラシ等をご覧ください。

日程①：7 月 15 日（日）11:00～16:00
場所：イオンモール新居浜 ２階イオンホール
日程②：7 月 29 日（日）10:00～16:00
場所：イオンモール新居浜 １階サウスコート

受付時間／平日 9 時～17 時
FAX：089-946-9104
〒790-8514

2017 年 7 月開催した同イベントの様子

松山市南堀端町１番地

089-941-1141

日程③：7 月 30 日（月）10:00～16:00
場所：イオンモール新居浜 １階サウスコート
（※7 月 30 日（日）は展示のみ）

★三井住友信託銀行 リテール受託業務部 公益信託グループ
公益信託 伊予銀行環境基金『エバーグリーン』申請口
受付時間／平日 9 時～17 時
FAX：03-5232-8919

ゆるキャラ®グランプリ 2018

〒105-8574 東京都港区芝 3-33-1
03-5232-8910

今年も 8 月 1 日 10 時よりゆるキャラＧＰの投票が始まります。
投票開始：2018 年 8 月 1 日（水）10 時
投票終了：2018 年 11 月 9 日（金）18 時

各柱会日程のお知らせ
●大島の柱会

7/24(火) 19:00～21:00

●多文化共生の柱会

詳しくは HP で順次お知らせします。

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。

発行

新居浜市まちづくり協働オフィス

〒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
E-mail：info@niihama-kyodo.jp
URL：http://niihama-kyodo.jp
休館日：土・日曜、祝日、盆休み（8 月 14 日～8 月 16 日）
地方祭（１０月 16 日～10 月 18 日）
年末年始（１２月 29 日～翌年 1 月 3 日）
利用時間：平日 10：00～17：30
※事前予約があれば休館日・上記以外の時間も利用可

協働オフィス

7 月休館日のお知らせ

1 日(日)・7 日（土）
・8 日（日）・14 日(土)
15 日(日)・16 日（月・海の日）
・21 日（土）
22 日（日）・28 日（土）・29 日（日）

2018 年 11 月 17 日（土）、18 日（日）
ゆるキャラ®グランプリ 2018 in 花園〜ラグビーのまち東大阪〜 にて
決戦投票およびゆるキャラ®グランプリ 2018 表彰式
もちろん♪新居浜まちゅりも参加しておりますよ～
皆さんの１日１ポチでのご声援、よろしくお願いします。
詳しい投票方法などはゆるキャラＧＰオフィシャルサイト
http://www.yurugp.jp/をご覧ください。

ミーティングルーム利用を希望される団体様は事前に
予約していただき、休館日前日までに申込用紙の控えと鍵を
協働オフィスまで取りに来てください。
(予約は電話でも受け付けています)

☆★☆★☆★☆ まちゅり＆まちゅり隊 活動情報発信中 ☆★☆★☆★☆★☆★☆★
新居浜まちゅり Facebook
https://www.facebook.com/niihama.machuri/
新居浜まちゅり隊 Facebook https://www.facebook.com/machuritai/

協働オフィスにてチケット取扱い中

◆◆愛媛県男女参画・県民協働課からのお知らせ◆◆
スポーツボランティア・基礎研修会について

～つなげよう平和の心～
四国大落語祭 2018
新居浜ユネスコ寄席

四国大落語祭 2018
全国アマ落語競演会 in あかがねミュージアム

～スポーツボランティア活動のやりがいや楽しみ方を知る～
今回開催する基礎研修会は、スポーツボランティア活動の『やりがい』や『楽しみ方』を知る、初心者向
けの内容です。

日時：7 月 14 日(土)

14:00 開演 (13:30 開場)

日時：7 月 14 日（土）18：30 開演（18：00 開場）

場所：新居浜市市民文化センター 中ホール

場所：あかがねミュージアム

入場料:1,000 円(前売り 800 円)

あかがね座（多目的ホール）

問合せ先：新居浜ユネスコ協会事務局

出演：芸乃虎や志、芸乃樽斗、

0897-64-9200

万年堂きさ馬、他

主催：新居浜ユネスコ協会

料金：前売り 800 円

協力：新居浜で落語を聴く会

当日 1,000 円

15：30-16：00 座談会を実施します。
開催場所： 西条市総合福祉センター研修室２ (愛媛県西条市神拝甲 324-2)
講師： 山中亮氏（予定）
参加費： 1500 円（当日受付にてお支払いください）
定員： 50 名
共催：愛媛大学
参考 URL： https://spovol.net/training_programs/detail/?pid=286

主催・問合せ：あかがねミュージアム

四国大落語祭 2018
全国アマ落語競演会 in 西條神社

開催日時： 7 月 14 日（土） 13:30～16：00

必要条件： 中学生以上

0897-31-0305

主催団体・お問い合わせ先 ：愛媛県 男女参画・県民協働課

共催：新居浜で落語を聴く会

県民協働グループ 担当：田所、河野
TEL：089-912-2305（県民協働Ｇ直通）

日時：7 月 15 日（日）

ミニアルバム「ローズな人」
リリース記念コトノワンマンライブ

午前の部 9：30～11：50
午後の部 13：30～15：50

E-mail：danjokyodo@pref.ehime.lg.jp

＜まちゅり

場所：西條神社 参集殿

お出かけ情報＞

料金

日時： 8 月 1 日（水）

今年も登道サンロードであかがね土曜夜市を開催しまちゅり♪

前売り 午前・午後 各 800 円（当日 1,000 円）

開演 19：00～（開場 18：30）

今回は「子どもふろしき市」も開催予定！ますます楽しくなる夜市に

昼夜入れ替え制

場所：JEANDORE（ジャンドール）

みんな遊びにきてね♪でちゅ(>ω・)

西條神社共通券 前売り 1,200 円
（当日 1,400 円）

新居浜市徳常町 6 番 8 号 CINEX ビル 2F

主催・問合せ：西条歴史文化事業実行委員会

チケット前売：3,000 円（ドリンク別）

◆7/1(日)9:00～12:00 百縁笑点街＆さんさん産直市（登道サンロード）

0897-56-8802

当日：3,500 円（ドリンク別）

◆7/21(土)18:00～20:30 あかがね土曜夜市（登道サンロード）

協力：日本笑い学会四国支部、えひめ笑いヨガクラ

問合せ：新居浜ジャンドール

ブ、あかがね笑いクラブ

主催：コトノライブ実行委員会

0897-32-3567

◆7/28(土)18:00～20:30 あかがね土曜夜市（登道サンロード）
※時間は、各イベントの開催時間ではありません。

（コトノイベント実行委員会）

森源太とたかみーのトークライブ＆森源太ライブ
日時： 7 月 14 日（土）19：00～21：00

40 周年記念事業
茨城県立大洗高等学校マーチングバンド部
『BLUE-HAWKS』演奏会

（18：30 開場）
場所：新居浜市総合福祉センター
参加料金

教養娯楽室

日時： 7 月 30 日（月）13：30 開演

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。

★協働オフィス運営協議会定例会報告★

5 月 27 日（日）、金子小学校運動会にて、

１ 事務局からの提案

小女郎たぬき踊り保存会の皆さんと 3 年生

・柱会の事業費について

の生徒さん達と一緒に踊りを披露している

7 月 2 日から募集

（13：00 開場）

大人 2,000 円

場所：新居浜市市民文化センター

高校生以下無料

入場料：一般 1,000 円

申し込み・お問い合わせ

高校生以下

mail：info.yukari@gmail.com

チケットのお問合せ・ご購入

090-7141-4408( 高見)

新居浜建築技能者労働組合

主催・Team 縁～yukari～

0897-40-2424

無料【要招待券】

大ホール

＜協働オフィススタッフ取材報告＞

平成 30 年６月１８日(月)19：00～20：40

・Hello!NEW 新居浜 FM での協働オフィス番組実施
・おしゃべりカフェ（仮）について協議継続
・マルシェ（日曜市のような）開催について協議継続
・アンケートの実施
2

平成３０年度市民活動交流会について
2 月中旬頃予定、詳細は順次検討

ところを取材♪。子どもさんに大人気の
「こじょろちゃん」に今後も注目！

