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島根県社会福祉協議会 地域福祉部・ボランティア活動振興センター（担当：森田）
TEL 0852-32-5997／FAX 0852-32-5982／E-mail voc@fukushi-shimane.or.jp
ボランティア・NPO 活動情報、助成情報はこちら→「島根いきいき広場」
https://www.shimane-ikiiki.jp/

※助成金の詳細は各助成元のＨＰ等でご確認ください。
また、お問い合わせはそれぞれの助成元へ直接お願いします。
＊配信停止および配信先変更をご希望の場合は、ご連絡ください。

主

催

事業名称

子どもたちの“こころを育む活動”大募集

問合せ先

〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-1-10 第2ローレルビル6階
公益財団法人パナソニック教育財団こころを育む総合フォーラム事務局
TEL：03-5521-6100 FAX：03-5521-6200

趣

旨

対

象

応募条件

応募書類

応募方法
表

公益財団法人パナソニック教育財団 こころを育む総合フォーラム事務局

彰

募集期間

家庭、学校、地域、企業などが連携し、それぞれの立場で子どもたちのこころを育む
ために献身、努力している団体を募集。
学校の場合、地域団体との連携体制があり、教員等の交代に関わらず継続する仕組み
が構築されている活動
次の３つの工夫があること
「進め方の工夫」
…活動の対象や目的が明確で、活動を充実、拡大するための進め方における工夫
「連携の工夫」
…学校と地域団体が連携するための工夫
「継続の工夫」
…これまで、また将来へ活動を継続するための仕組み・工夫
・全国大賞を受賞した際に、翌年度に活動地域でシンポジウムを主催できる活動
・申請書をホームページからダウンロード。A4、3 枚。
→http://www.kokoro-forum.jp/
・活動に関する資料や写真等を追加資料として提出可。A4、5 枚まで。
※いずれもページ超過不可。
・ホームページから応募登録し、申請書および追加資料をメールで送付する。
E メール → shinsei2018@kokoro-forum.jp
全国大賞（1 件）・・・50 万円
優秀賞（5 件程度）・・・20 万円
2018 年 9 月 28 日（金）17：00 必着

実施主体

公益社団法人日本フィランソロピー協会東洋ゴムグループ環境保護基金

事業名称

2019 年度

問合せ先

〒100-0004 東京都千代田区大手町2-2-1 新大手町ビル244区
公益社団法人日本フィランソロピー協会 「東洋ゴムグループ環境保護基金」
事務局
TEL：03-5205-7580

助成

目
的
対象事業

環境保護活動を行う非営利団体を資金面で支援。
（1）公益に資する事業を計画している団体。
（2）環境保護・環境保全関連の事業活動。
① 里山・森林・緑化整備運動
② 生態系保護活動
③ 水・河川環境保全活動
④ 地域環境整備活動
⑤ リサイクル活動
⑥ 環境教育・体験学習活動
⑦ 啓発活動・イベント活動
⑧ 研究・開発活動
⑨ その他
応募方法
申請書に必要事項を記入し、添付書類（定款、役員名簿、最新の事業報告書および事
業計画書、最新の収支報告書および予算計画書、法人のパンフレットなど）
※お送りいただいた申請書類は返却いたしません。
助成金額
上限：150 万円。
応募締切

2018 年 9 月 28 日（金）※当日消印有効

実施主体

社会福祉法人

読売光と愛の事業団

事業名称

第 16 回読売福祉文化賞

問合せ先

〒100-8055 東京都千代田区大手町 1-7-1
社会福祉法人読売光と愛の事業団「福祉文化賞」係
TEL：03-3217-3473 FAX：03-3217-3474

趣

旨

新しい時代にふさわしい福祉活動に取り組んでいる団体などを応援。

対

象

社会福祉の各分野で 21 世紀を切り開く創造的な業績をあげ、障害者や高齢者の暮らし
やすい環境づくり、自立支援、社会参加の推進や、困難な状況にある子どもたちの支援
などに貢献している団体、個人を励まし、豊かな福祉社会づくりの一助とする。特に新
しい活動を始めた人たちを応援していく。

表

彰

一般部門・・・トロフィーと活動支援金１００万円（３件）
高齢者福祉部・トロフィーと活動支援金１００万円（３件）

応募方法

申請書に記入後、切り取って、事務局へ郵送。
※申請書はホームページよりダウンロードが可能です。
URL：http://www.yomiuri-hikari.or.jp
・2017 年度の収支決算書及び 2018 年度の予算書を必ず添付してください。

応募締切

2018 年 9 月 30 日（日）

※当日消印有効

実施主体

毎日新聞社

事業名称

「第 8 回毎日地球未来賞」

問合せ先

〒530-8251 （住所不要）
毎日新聞社毎日地球未来賞事務局
TEL：06-6346-8407
E-mail：chikyumirai@mainichi.co.jp

趣

旨

21 世紀の地球の緊急課題である「食料」「水」「環境」の分野で、国内外の問題解決に
取り組む団体や個人を顕彰する「第 8 回毎日地球未来賞」の受賞候補を募集。

対

象

主に市民・草の根レベルの活動が対象。3 つの分野のうち 1 分野での活動、あるいは複
数の分野にまたがる活動のいずれでも構いません。東日本大震災の被災地、被災者に対

するこれらの分野での復興支援活動も対象。高校生や大学生など若い人の活動は全ての
賞の対象。特に次世代応援賞と奨励賞は、若い人の活動だけを対象にしています。
表

彰

毎日地球未来賞・・・・1 点 賞金 150 万円
クボタ賞（特別賞）・・2 点 賞金 100 万円
次世代応援賞・・・・・1 点 賞金 50 万円
奨励賞・・・・・・・・2 点 賞金 25 万円

応募方法

所定の応募・推薦用紙に加えて、詳細な活動内容や今後の目標など「特に強調したいこ
と」は、原則メールに添付してお送りください。
※推薦用紙はホームページよりダウンロードが可能です。
URL：https://www.maihichi.co.jp
ダウンロードできない場合は毎日新聞大阪本社毎日地球未来賞事務局に連絡してくだ
さい。

応募締切

2018 年 10 月 1 日（月）

実施主体

公益財団法人

事業名称

スミセイ

問合せ先

〒160-0003 東京都新宿区四谷本塩町 4-41 住友生命四谷ビル 6 階
公益財団法人住友生命健康財団 助成プログラム係（担当：谷利・天野）
TEL：03-5925-8660
FAX：03-3352-2021
E-mail：sports@am.sumitomolife.co.jp

趣

旨

住友生命健康財団

コミュニティスポーツ推進助成プログラム

コミュニティスポーツを楽しむ文化が暮らしの中に根づき、じっくりと身を結んでいく
ような取り組みを応援。

助成対象

【一般課題】地域の中で一人ひとりの健やかな暮らしの実現につながる独自性のあるコ
ミュニティスポーツの実践。
【特定課題】心身の障がいや長期療養などにより社会参加に困難を抱える人々を中心と
したコミュニティスポーツの実践。

応募団体

●民間の非営利団体（法人格の種類や有無を問わない）、あるいは民間の非営利団体を
含む複数の団体によるチーム。
●日本国内に活動拠点があり、原則として 1 年以上の団体運営と活動実績がある(チー
ムの場合は構成団体の一つにおいてこの要件を満たしている)
●団体またはチームの目的や活動が政治・宗教などに偏っておらず、反社会的勢力とは
一切関わっていない。

助成種別

【第 1 種助成】特定の地域を拠点として独自のコミュニティスポーツに取り組むもの。
【第 2 種助成】地域や分野の異なる複数の団体が協力してチームをつくりコミュニティ
スポーツの発展と普及に取り組むもの。

助成金額

【第 1 種助成】1 件あたり 50 万円以下、14 件程度
【第 2 種助成】1 件あたり 200 万円以下、4 件程度

応募方法

応募用紙に必要事項を記入した応募企画書を作成のうえ、住友生命健康財団にメール、
あるいは簡易書留・宅急便などの配達記録の残る手段でお送りください。
※第 1 種助成と第 2 種助成では応募用紙が異なります。各応募用紙は住友生命健康財団
のホームページよりダウンロードしてください。郵送をご希望の場合は、郵便番号、住
所、宛名、連絡先(電話番号)を明記し「スミセイコミュニティスポーツ推進助成プログ
ラム応募用紙郵送希望」とご記入のうえ、住友生命健康財団宛に FAX にてご連絡くだ
さい。
URL：http://www.skzaidan.or.jp/

応募締切

2018 年 10 月 10 日（水） ※必着

実施主体

公益財団法人 トヨタ財団

事業名称

2018 年度国内助成プログラム

問合せ先

〒163-0437 東京都新宿区西新宿２丁目１番１号
新宿三井ビル37階
公益財団法人トヨタ財団 国内助成プログラム 担当：喜田、鷲澤、石井
TEL 03-3344-1701
FAX 03-3342-6911
E-mail：gp4ca@toyotafound.or.jp
URL：http://www.toyotafound.or.jp/

趣

旨

対

象

助成金額
応募方法

締

切

未来の担い手と創造する持続可能なコミュニティ〈地域に開かれた仕事づくりを通じ
て〉を基本テーマとし、プロジェクト実施に向けた調査活動の支援を目的とする「し
らべる助成」と、プロジェクト支援(事業支援)を目的とする「そだてる助成」の二つの
領域を設定します。
運営の中心となる組織の法人格の有無・種類は問いません。※個人・組織・関係者で
構成された実施チームに対して助成。ただし、実施メンバーの中に 40 代迄の若者
の参加があることが要件となります(最低 1 名)。
【しらべる助成】上限 100 万円
【そだてる助成】実施内容と申請額に基づき、選考委員会で決定された金額
ウェブサイト【応募の受付はこちら】よりエントリーし、応募者専用ページにログイ
ン、送信して応募。
※メール、郵送での提出はお受付できませんので、ご注意ください。
2018 年 10 月 10 日（水） 15：00

実施主体

公益財団法人

事業名称

認定 NPO 法人取得資金助成

問合せ先

〒160-8338 東京都新宿区西新宿 1-26-1
公益財団法人 損保ジャパン日本興亜福祉財団
TEL：03-3349-9570
FAX：03-5322-5257

趣

旨

損保ジャパン日本興亜福祉財団

福祉及び文化の向上に資することを目的に、主として障害児・者、高齢者などを対象と
して活動する NPO の支援、社会福祉の学術文献表彰、学術研究・文化活動の助成など
を実施。

対象団体

社会福祉分野で活動し、認定 NPO 法人の取得を計画している特定非営利活動法人。
※2018 年 4 月 1 日以降に、認定 NPO 法人の取得申請をすでに提出している団体も
対象。

助成内容

「認定 NPO 法人」の取得に関する費用であれば、使途は問いません。

助成金額

1 団体につき 30 万円。

応募方法

ホームページの申し込みフォームに、必要事項を入力して送信してください。
URL：http://www.sjnkwf.org/
※「確認画面」を印刷し、控えとしてください。
別紙「推薦者コメント」の提出が必要となります。日頃から事業の相談や連携をしてい
る先（地域の NPO 支援センター、ボランティアセンター、福祉関係団体、行政、社会
福祉協議会など）で、貴団体をご存知の方に「推薦者コメント」の記入を依頼してくだ
さい。

応募締切

2018 年 10 月 12 日（金） ※17 時まで

