
№ 団体名 所在地 助成事業名称 交付額（円）

1 りす会山口 山口市 東日本大震災復興支援事業 100,000

2 ぷれジョブ周南 周南市 「ぷれジョブ」考案者西幸代先生講演会事業 100,000

3 リハビリサークル再起会 下関市 「介護予防・生涯現役」カルタの制作と普及事業 100,000

4 山陽小野田デイジーの会 山陽小野田市 マルチデイジー図書製作研修会事業 98,000

5 山口県知的障害者サッカー連盟 山口市 障害の垣根を越えたサッカー交流大会開催事業 100,000

6 チャップリン四季の会 宇部市 みんなで「協力・連携」楽しいボランティア活動 100,000

7 NPO法人環境奇兵隊 山口市 エコアクション２１普及・啓発事業 100,000

8 新田小おやじの会 防府市 学校に泊まろう会事業 80,000

9 すこやか秋穂っ子プロジェクト 山口市 すこやか秋穂っ子育成事業 100,000

10 紙漉き好き 防府市 和紙漉き好き事業 100,000

11 町づくり応援団”えーる” 周南市 鹿野アートフェスティバル事業 80,000

12 どんぐりチーム明日香 下関市 農業体験と都市農村交流事業 100,000

13
やまぐち子育て支援ネットワーク
hussyh

山口市 働きたいママのための再就職応援事業 100,000

14 cheerful planet 防府市 児童・親子・子育て交流イベント「キッズフェスタ」事業 100,000

15 よんよん隊 防府市 子育てママによる和い輪い場づくり事業 100,000

16 ルルサス相談ネットワーク 防府市 相談活動の充実をめざす啓発・研修事業 100,000

17 子育て応援クラブ　エコママ 周南市 ママフェスタ開催事業 100,000

18 樹庵くらぶ 山口市 手作り〝えんがわ味噌”ふれあいワークショップ事業 100,000

19 国際交流ひらかわの会 山口市 地域の安心安全を目指す多文化交流促進事業 100,000

20 やまぐち消費生活相談員サークル 防府市 消費生活相談員ネットワーク部協会事業 100,000

21 UBEマルシェ 宇部市 UBEマルシェ開催事業 100,000

22 ライブラリーラジオ・コミッティ 山口市 ライブラリーラジオ番組の制作及び放送事業 100,000

23 Star Kids Club 柳井市 子育てサークルStar Kids Club事業 100,000

24 Do a front 山口市
伝統文化鑑賞及び交流発信イベント「Trad Touch!!
Prologue]

100,000

2,358,000

№ 団体名 所在地 助成事業名称 交付額（円）

1 Be Smile 周南市 第３回山の中のクラフト展／第１回ヤマナカマーケット 200,000

平成２４年度　県民活動団体活動助成事業助成金交付団体
1．　県民活動スタートアップ助成事業 （交付２４団体／申請39団体）

合　　計

２．　県民活動ジャンプアップ助成事業 （交付１０団体／申請３０団体）
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№ 団体名 所在地 助成事業名称 交付額（円）

2 おごおり熟年集い塾 山口市
「おごおり熟年集い塾」の開講＆「地域づくり・人づくり
フォーラムin豊田」の共同開催

150,000

3 ひかりエコメイト 光市 竹炭づくりを通じての地域との連携・交流事業 200,000

4 掘四区まちづくりの会 山口市 掘四区中心街の賑わいの復興・創出事業 200,000

5 山口障害者陸上競技クラブStep 防府市 障害者余暇活動支援事業 200,000

6
NPO法人やまぐち里山環境プロ
ジェクト

山口市 野菜倶楽部事業 200,000

7 しものせき国際交流ねっと 下関市 下関市における市民国際交流・協力推進事業 200,000

8 うべ交通まちづくり市民会議 宇部市 車道の自転車市民権作戦事業 200,000

9 アケミーズキッチン 周南市 野菜ソムリエによる食育啓発活動 200,000

10 周南の竹を利用する会 周南市 竹林の整備と竹材の利用方法の検討事業 200,000

1,950,000

№ 団体名 所在地 助成事業名称 交付額（円）

1 楠生活学校 宇部市 （旧山陽道）街並を花で飾ろう 70,000

2 山口県ペタンク協会 宇部市 ペタンク普及事業 95,000

3 チャイルドラインしものせき 下関市 チャイルドラインしものせき 200,000

4 山口県明社・朗読劇・連合会 山口市 フォーラム・自主学習会の開催事業 180,000

5 ライフ・イートクラブ 山口市 ライフ＆イートデザイン事業 200,000

6
砥石川・清霧の滝自然公園づくり
の会

岩国市 砥石川・清霧の滝自然公園づくり事業 143,000

7 三町内伝統文化継承保存会 萩市 幽玄の世界～知っちょるまあがや金谷天神 200,000

8 山口県ボッチャ協会 山口市 ボッチャ普及および審判養成事業 100,000

9
ＮＰＯ法人ＹＩＣＡ（山口現代芸術研
究所）

山口市 「山口盆地考」2012 200,000

10 東陽６丁目自治会 下松市
「安全安心まちづくり」＝「環境問題を地域で考える！」
推進事業

200,000

11 まど・みちお研究会 周南市 やまぐち．詩とＤＯＹＯを楽しむ会 143,000

12 阿東文庫 山口市 阿東の地域情報発信事業 140,000

13 ＮＩＣＵママネット　のびっこ 山口市 「おしゃべり会　～ＮＩＣＵcafe～」事業 150,000

14 ＮＰＯ法人まちのよそおいネットワーク 山口市 「顔の見える住まいづくり」の推進事業 91,000

15 たんぽぽの会　小郡 山口市 「夏休みこども昭和塾」・「土から始める食育」開催事業 200,000

16
ＮＰＯ法人山口県要約筆記連絡協
議会

防府市
「ええねえ、会話が見える、対話ができる、自立した生活
ができる」事業

200,000

17 わいわい山口ラフタークラブ 萩市 笑いヨガの普及活動事業 200,000

合　　計

３．　県民活動ジャンプアップ助成事業（２年目） （交付１８団体／申請１８団体）
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№ 団体名 所在地 助成事業名称 交付額（円）

18 芸術文化振興団体ＡＣＵＢＥ 宇部市 Art Program2012 200,000

2,912,000

№ 団体名 所在地 助成事業名称 交付額（円）

1 すこやか育ち隊 山口市 地域小児救急医療啓発事業 500,000

2
NPO法人子どもとともに山口県の
文化を育てる会

山口市 「弥生の土笛」～2000年の時空を超えて今、蘇る～ 500,000

3 NPO法人ゆうゆうグリーン俵山 長門市 森林資源を活用した都市農村交流促進事業 500,000

4
スポーツ交流まちづくり市民協議
会

山陽小野田市 山陽小野田ふれあいサンセットフェスティバル事業 500,000

5
山口県地域消費者団体連絡協議
会

山口市
地球温暖化に向けて家庭でできることを実践しよう事
業

465,704

2,465,704

○　一般公募

№ 団体名 所在地 助成事業名称 交付額（円）

1 山口少年友の会 山口市
山口家庭裁判所に協力して行う非行少年の更生と福
祉に関する事業

100,000

2 東岐波里海再生の会 宇部市 里海再生事業 125,000

3 本山会 山陽小野田市 竜王山アサギマダラ飛来地の整備事業 200,000

4 粟野川と共に生きよう会 下関市 粟野川の環境保全と川の恵みを伝え残す事業 200,000

5
山口県知的障害者バレーボール女
子チーム「きららSoleil」

山口市 知的障害者を対象としたバレーボールの普及事業 190,000

6 山口ランニングネットワーク 山口市 マラソン完走応援プロジェクト 200,000

1,015,000

○　指定寄付

№ 団体名 所在地 助成事業名称 交付額（円）

1 ＮＰＯ法人ナベヅル環境保護協会 周南市 切塞ねぐら整備事業 5,000,000

5,000,000

６．　男女共同参画活動支援事業　ステップアップ支援

№ 団体名 所在地 助成事業名称 交付額（円）

1 女性学研究会・やまぐち 周南市
『姉妹よ、まずかく疑うことを習え　山川菊栄の思想と
活動』上映会とトーク

45,000

2
高齢社会をよくする下関女性の会
（ホーモイ）

下関市 第10回総会記念フォーラム「震災から学ぶ」 282,000

3 ＮＰＯ萩みんなの図書館 光市
私らしく、あなたらしく～きっかけは萩図書館から～「絵
本から始まる男女共同参画」

118,000

（交付６団体／申請１１団体）

合　　計

合　　計

合　　計

４．　県民活動協働推進助成事業 （交付５団体／申請１８団体）

合　　計

５．　県民活動きらめきファンド助成事業
（交付６団体／申請１１団体）
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№ 団体名 所在地 助成事業名称 交付額（円）

4 ”わ”ネット山陽小野田 山口市
男女共同参画セミナー「パパを楽しめば家庭が変わる・
社会が変わる」

64,000

5 シンクロナイズネット 防府市 「地域における身近な男女共同参画の推進」啓発事業 300,000

6
ＮＰＯ法人山口女性サポートネット
ワーク

山口市
リーフレット「デートＤＶ対応ノウハウ」作成と配布及び講
座開催

250,000

1,059,000

７．　地域文化活動支援

№ 団体名 所在地 助成事業名称 交付額（円）

1 菊舎顕彰会 下関市 図書「菊舎慕情」と「菊舎リーフレット」刊行事業 580,000

2 下関市民ミュージカルの会 下関市
市民ミュージカルの会第２４回定期公演「Ｇ線上のアリ
ア～100年目の奇跡」

1,000,000

3 おごおり文化協会 山口市 おごおり音楽祭２０１２（第１回おごおり音楽祭） 200,000

4
防府市子どもの職業体験事業企
画運営委員会

防府市 サブカルチャー交流２０１２ 90,000

5 スタジオ美の小径 岩国市
スタジオ美の小径作品展＆ワークショップ「ドリッピング
でカラフルアート」

40,000

6 フューチャー長門 長門市
第２回楊貴妃・炎の祭典～楊貴妃伝説と楊貴妃文化芸
術展～

1,000,000

7
山陽小野田シティオペラ実行委員
会

山陽小野田市 親子で楽しむオペラ風音楽の旅 470,000

8 住吉まつり復活委員会 山陽小野田市 復活！住吉まつり 1,000,000

9 ｼｭﾙﾝﾏｰﾘｰﾄｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｺﾝｻｰﾄの会 山口市
おごおり音楽祭２０１２　第１回おごおり音楽祭に子供達
も歌で参加しよう！！！

300,000

10 萩美術協会 萩　市
萩美術協会創設８０周年記念展並びに新萩画学校の
開設

210,000

11 長門商工会議所青年部 長門市 長門文化遺産の融合　長門芸能ルネサンス事業 300,000

5,190,000

８．　郷土文化活動支援

№ 団体名 所在地 助成事業名称 交付額（円）

1 岩国市民俗芸能協会 周南市 岩国市民俗芸能協会創立２５周年記念誌等作成事業 300,000

2 山代神楽連絡協議会 山口市 第１２回山代神楽共演大会 155,000

3 玖珂太鼓保存会 光　市 伝統太鼓復活・伝承事業 300,000

4 大野神舞保存会 山口市
衰退して、埋もれてしまった郷土文化（獅子舞）を調査・
研究し、復活させる事業

299,000

5 金社神楽舞保存会 防府市
福賀地域に伝わる神楽舞の保存及び後継者の育成事
業

24,000

1,078,000

合　　計

合　　計

（交付１１団体／申請36団体）

（交付5団体／申請7団体）

合　　計
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