
№ 団体名 活動地域 事業の名称 交付額（円）

1 海の森をつくる会 萩　市
海の森（藻場）をつくる事業
⇒　豪雨被害で事業中止

0

2 ＮＰＯ法人下関子ども・子育ちネット 下関市 安心して子育てができる街づくりをめざして 100,000

3 よしき軽井沢通り実行委員会 山口市 心通い合う　よしき軽井沢通り 100,000

4 下松べんけい号を愛する会 下松市
「べんけい号まつり｝＆スケッチ大会、世代間交流
イベントを通じた子育て支援活動の展開

100,000

5
ＮＰＯ法人山口県難治性血管奇形相互支
援会

県内全域
「難治性血管奇形」疾病啓発・連携・調整事業、情
報交換等開催事業

100,000

6 幸せのまち情報発信局 防府市
「撮影＋発信〝写真・動画力”」活用による地域の
情報発信力アップ事業

100,000

7
Life Recycled
～いのちのサイクル

県内全域 山口－BeachゴミArt－ 100,000

8 藍と愛の会 防府市
伝統工芸灰汁建発酵正藍染めの体験と交流のための
拠点づくり事業

100,000

9 山口アートネットワーク 山口市
①情報事業　②地域交流文化創造支援事業　③文化
創造支援事業　④音の輪コンサート開催事業

100,000

10 山口民家再生研究会 山口市 「土と木の家」・職人の手わざ再発見 100,000

11 ＮＰＯ法人市民プロデュース 県内全域
観光ボランティアガイド団体ネットワーク構築にむ
けた情報発信講座実施事業

100,000

1,000,000

№ 団体名 活動地域 事業の名称 交付額（円）

1 三瀬川村おこし推進協議会 岩国市 三瀬川花街道 100,000

2 宮野なの花会 山口市 地域資源活用事業 200,000

3 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プロジェクト 200,000

4 鹿野アートフェスタ実行委員会 周南市 鹿野アートフェスティバル 100,000

5 国際交流ひらかわ風の会 山口市
地域における多文化共生活動による留学生家族の子
育て支援活動「kids club kaze」教室事業

200,000

6 よんよん隊 防府市
子育てママによる和い輪いボランティア人づくり事
業

200,000

7 長門どうじん凧の会 長門市 凧制作・凧上げをとおして子どもの笑顔発信 200,000

8 ヒューマンセルフケア岩国 岩国市
自己肯定感を高めるためのセミナー開催及び発達年
齢に合わせたプログラムの作成・検討事業＜就学前
版＞

200,000

9 ＮＰＯ法人環境奇兵隊 県内全域
エコアクション２１で環境と経営コラボに挑戦！
⇒　事業中止

0

1,400,000

平成２５年度　きらめき活動助成事業助成金交付団体

1．スタートアップ助成事業 （交付１１団体／申請２９団体）

合　　　　計

２．ステップアップ助成事業 （交付８団体／申請１７団体）

【育成支援コース】

合　　　　計



３．ジャンプアップ助成事業＜２年目＞

№ 団体名 活動地域 事業の名称 交付額（円）

1 Ｂe smile 周南市
ヤマナカマーケットvol2
第４回山の中のクラフト展

200,000

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＆「協働」による活
動実践

80,000

3 ひかりエコメイト 光　市
竹炭づくりと「みつい里山学校」を通じての地域や
学校との連携・交流事業

55,000

4 堀四区まちづくりの会 山口市 堀四区・賑わいの復興・創出 160,000

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 165,000

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 87,000

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＜２年
目＞

44,000

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 100,000

9 アケミーズキッチン 周南市 野菜ソムリエの行う食育啓発事業 139,000

10 山口バイオマス利用研究会 周南市 バイオマスの利用による地域産業活性化の研究 190,000

1,220,000

（交付１０団体／申請１０団体）

合　　　　計



№ 団体名 活動地域 事業の名称 交付額（円）

1 山口ランニングネットワーク 県内全域 マラソン完走応援プロジェクト 500,000

2 地域交流の里 岩国市
山里・都市・基地　三つ巴が奏でる話！和！！
輪！！！のハーモニー

337,000

3 山口県地域消費者団体連絡協議会 県内全域 花を語る～地産地消の視点から～ 500,000

4 地域美学研究所 長門市 棚田の風景を未来に残そう！中山間地域支援事業 500,000

5 山口自閉症研究協議会　あくしゅ 山口市
自閉症児をサポートするための地域サポーター養成
講座

500,000

6 山口県街道交流会 県内全域 道をつなぐ♡人をつなぐ　山口街道巡り 500,000

7 認定ＮＰＯ法人こどもステーション山口 山口市
思春期＝嵐の時代を乗り切るために～子育て講座
思春期編～

300,000

3,137,000

№ 団体名 活動地域 事業の名称 交付額（円）

1 やまぐちネットワークエコー 県内全域
今が旬！～世代をつなぎ　共に生きる～男女（ひ
と）を活かす「生涯学習ネットワーク研究会」

453,000

2
ＮＰＯ法人山口女性サポートネットワー
ク

宇部市 デートＤＶ防止教育についての啓発 500,000

3 シンクロナイズネット 県内全域 地域活動における男女共同参画促進事業 300,000

1,253,000

№ 団体名 活動地域 事業の名称 交付額（円）

1
インターナショナル・オルガン・フェス
ティバル・イン・ジャパン組織委員会
山口事務局

県内全域
第２３回インターナショナルオルガンフェスティバ
ルインｼﾞｬﾊﾟﾝ２０１３」山口公演

900,000

2 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

3 萩の陶芸家たち展開催実行委員会 萩　市
萩陶芸家協会設立２０周年記念「萩の陶芸家たち
展」開催事業

1,000,000

4 山口国際交流芸術祭実行委員会 山口市 第11回山口国際交流芸術祭～ヨーロッパ芸術祭 400,000

5 ＮＰＯ法人劇団たね蒔く人たち 光　市
ミュージカル「最高の夏休み」「赤い甲羅のカッ
パ」公演

360,000

6 ゆう音楽祭実行委員会 岩国市 ゆう音楽祭　第１０回記念大会 165,000

7 Do a Front 山口市 地域資源としての空家と地方都市の可能性 770,000

4,595,000

№ 団体名 活動地域 事業の名称 交付額（円）

1 徳地人形浄瑠璃保存会 山口市 「徳地三番叟人形」の修理・作成 150,000

2 花岡歌舞伎の会 下松市 創立２５周年記念特別興業 150,000

300,000

２．男女共同参画助成事業 （交付３団体／申請５団体）

【チャレンジプロジェクト支援コース】

1．県民活動助成事業 （交付７団体／申請２０団体）

合　　　　計

合　　　　計

合　　　　計

（交付７団体／申請２３団体）

合　　　　計

（交付２団体／申請４団体）３．文化活動助成事業　～　郷土文化活動

３．文化活動助成事業　～　地域文化活動


