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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。

実施主体

一般社団法人

事業名称

2018 年度

問合せ先

〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3 丁目 4 番 1 号 新国際ビル 3 階
生命保険協会 広報部内「元気シニア応援活動」 事務局
TEL：03-3286-2643
FAX：03-3286-2730
URL：http://www.seiho.or.jp/

趣

旨

生命保険協会
元気シニア応援団体に対する助成活動

資金の助成を行うことで、高齢者が健やかで心豊かに生活できる地域社会の環境整備に
寄与し、地域福祉の一層の推進を図るものです。

助成団体

高齢者を対象にした健康管理・増進、自立支援、生きがいづくり等の活動を行っている
民間非営利の団体、ボランティアグループ、特定非営利活動法人等で、所定の要件を
満たす団体。

助成活動

構成員だけでなく、地域の高齢者を対象とした健康管理・増進、自立支援、生きがいづ
くり等の活動。
（従来からの継続活動でも新規活動でもかまいません。）

助成金額

1 団体当たり上限額 12 万円。（助成総額最大 500 万円）

応募方法

所定の「助成申請書」に必要事項を記入し、正本 1 部・副本（コピー）1 部を所定の必
須添付書類とともに、必ず郵便（簡易書留）にて送付してください。
※募集要項や助成申請書等はホームページに掲載してあります。ダウンロードできない
場合は、連絡先を明記のうえ、FAX またはハガキでご請求ください。

応募締切

平成３０年８月１７日（金） <当日消印有効>

実施主体

京都府

事業名称

第 18 回「生涯学習賞」表彰候補者の推薦について

問合せ先

〒621-8501 京都府亀岡市安町野々神 8
亀岡市生涯学習部 市民力推進課 （担当：樋口・明田）
TEL：0771-22-5002 FAX：0771-22-6372
E-mail：syougai-gakusyu@city.kameoka.lg.jp

趣

旨

亀岡市役所生涯学習部

市民力推進課

亀岡市は、日本における生涯学習の先駆者である石門心学の祖、石田梅岩翁の生誕の地
として、また、
“豊かな心と文化を育むまちづくり”の実現にむけて、
「生涯学習賞」を
通じて亀岡市をはじめとする全国各地域の生涯学習によるまちづくりの推進に寄与す
るものです。

対

象

日本国内に限定せず、広く世界をも視野に入れたなかで、生涯学習の推進に多大な貢献
をされた個人あるいはグループを表彰する。

〇生涯学習ゆう・あい賞『千登三子賞』…“人間尊重”にふさわしく、一人ひとりが互
いに認めあい尊重しあう、人間の絆を深める生涯学習のまちづくりに精進し、男女共同
参画社会の発展に大きく寄与している。
〇生涯学習共生賞『上田正昭賞』…「人間の尊重と地域社会の一員としての自覚のもと、
いま、何をなすべきか」との、生涯学習都市宣言を尊重し、環境と人間との共生分野で、
ローカルでかつクローバルな視点に立って、「ひとづくり」「まちづくり」に貢献され
ている。
〇生涯学習奨励賞…亀岡市生涯学習都市宣言にふさわしい、地域に根ざした生涯学習に
よるまちづくりを実践している。
賞

〇生涯学習ゆう・あい賞『千登三子賞』・・50 万円
〇生涯学習共生賞『上田正昭賞』・・・・・30 万円

助成金額

〇生涯学習奨励賞・・・・・・・・・・・・30 万円

応募方法

<第１８回>生涯学習賞表彰候補者推薦書を提出。
※推薦書様式は、ホームページからダウンロードできます。
URL：http://www.city.kameoka.kyoto.jp

応募締切

平成３０年８月１５日（水） ※必着

実施主体

NHK 厚生文化事業団

事業名称

第 53 回 NHK 障害福祉賞

問合せ先

〒150-0041 東京都渋谷区神南 1-4-1 第七共同ビル
社会福祉法人 NHK 厚生文化事業団 「障害福祉賞」係
TEL：03-3476-5955
FAX：03-3476-5956

趣

旨

障害福祉への関心や理解を広めるため、毎年、障害のある人自身の体験記録や障害児・
者の教育・福祉の実践記録を募集しています。

応募規定

・自作の未発表の作品に限ります。

応募規定

・著作を職業としている方の応募はご遠慮ください。

応募規定

・字数は、8,000 字以内。点字の場合は、32 マス×450 行以内

応募規定

・応募要項記載の応募票を記入の上、作品に添付してください。

募集部門

①第 1 部門（障害のあるご本人の部門です）
学校や施設での生活、自立や就労への挑戦、また、自分の生きてきた道など、あなた
自身の体験の記録をお寄せください。
②第 2 部門（障害のある人と共に歩んでいる人の部門です）
教育・指導の実践、親と子の成長の記録、仕事や行事を通しての交流など、ともに生
きてきた体験記をお寄せください。

賞

最優秀・・・全作品から 1 編＜賞金 50 万円＞

募集部門

優

秀・・・各部門から 2 編＜賞金 20 万円＞

募集部門

佳

作・・・各部門から若干＜賞金 5 万円＞

募集部も

矢野賞・・・全作品から 1 編＜賞金 20 万円＞

応募方法

作品は郵送するかホームページからご応募下さい。

応募方法

URL：https://www.npwo.or.jp/

応募締切

平成３０年 7 月３１日(火) ※当日消印有効

実施主体

パナソニック株式会社

事業名称

Panasonic

問合せ先

〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町 1-4-3 日本橋 MI ビル 1 階
特定非営利活動法人 市民社会創造ファンド
Panasonic NPO/NGO サポートファンド for SDGｓ 国内助成・協働事務局
（担当：坂本・武藤）
TEL：03-5623-5055
FAX：03-5623-5057
E-mail：support-f@civilfund.org

助成対象

特定非営利活動法人市民社会創造ファンド

NPO／NGO サポートファンド for SDGs[国内助成]

国内の貧困の解消、または、貧困と関連のある問題の解消に向けて、持続的・発展的に
社会の変革に取り組む NPO で、以下の要件を満たす団体を対象とします。
① 国内の貧困の解消または貧困と関連のある問題の解消に取り組んでいること。
② 民間の非営利組織であること。
③ 主たる活動と事務所が日本国内であること。
④ 活動年数が 3 年以上であること。
⑤ 有給常勤職員が 1 名以上であること。
⑥ 政治、宗教活動を目的とせず、反社会的な勢力とは一切関わりがないこと。

対象事業

第三者の多様で客観的な視点を取り入れた組織診断や組織基盤強化を応援します。助成

対象事業

の対象となる事業は、以下の[組織診断からはじめるＡコース]と[組織基盤強化からはじ
めるＢコース]の 2 種類があります。
（１）Ａコース
①（1 年目）組織診断の実施と組織基盤強化計画の立案。
②（2 年目・3 年目）組織課題の解決や組織運営を改善するための取り組み。
（２）Ｂコース
③（１年目・２年目）組織課題の解決や組織運営を改善するための取り組み。

助成金額

（1）Ａコース①上限１００万円、②上限２００万円
（2）Ｂコース

上限２００万円

申込方法

応募企画書２部を配達記録が残る郵便または宅配便にて、お送りください。

申込方法

応募企画書は、パナソニックの WEB サイトからダウンロードして下さい。

申込方法

URL：
http://www.panasonic.com/jp/corporate/sustainability/citizenship/pnsf/npo
_summary.html

応募締切

平成３０年 7 月１７日（火）～ ８月３日（金）

※必着

実施主体

公益社団法人

事業名称

For

問合せ先

〒105-0004 東京都港区新橋 6-7-9 新橋アイランドビル２階
公益社団法人公益推進協会 For Children 基金 （担当：高野）
TEL：03-5425-4201
FAX：03-5405-1814
E-mail：info@kosuikyo.com

目

的

公益推進協会

Children 基金

難病の子どもとその家族に対して、社会医学的な実践、セルフヘルプ活動、またはボラ
ンティア活動を進めている団体の活動をサポートする助成です。

助成対象

日本全国において実施される事業で以下の用件をすべて満たしたもの。
① 上記の目的を達成しようとする事業であること。
② 団体設立後１年以上の活動実績を有する団体が行う事業であること。
③ 営利を目的としない事業であること。

助成金額

1 件あたりの助成金上限は原則として 100 万円以内とします。

応募方法

応募用紙をホームページよりダウンロードし、必要事項を記入し、応募用紙、前年度の
決算書（貸借対照表と収支計算書等）、事業報告書、履歴事項証明の写し、写真を郵送
して下さい。郵送のみ受付。また、可能であれば活動状況のわかる資料（チラシ、画像
資料など）も併せてお送りください。
※問い合わせの対応時間は平日の 10：00～18:00 までとします。

応募締切

平成３０年 8 月３１日（金） ※当日消印有効

