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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：中川）
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

公益財団法人 パナソニック教育財団

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
TEL：03-5521-6100 FAX：03-5521-6200

趣

旨

対

象

応募方法

表

催

彰

応募締切

家庭、学校、地域、企業などが、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。
〇家庭、地域、学校、企業などのさまざまなグループで継続している活動
〇子どもたちに持ってほしい「３つのこころ」
（自分に向かうこころ、他者に向かうこころ、社会
に向かうこころ）が育まれる活動
※今年度から自薦に加え、他薦も受け付けます。
①「応募申請書」は４枚（必要事項１枚＋活動内容４００字原稿用紙３枚）です。
ホームページからダウンロードして作成してください。http://www.kokoro-forum.jp/
②ホームページから応募登録のうえ、応募申請書を添付してください。
E メール → shinsei2018@kokoro-forum.jp
〇全国大賞（1 件）：賞状および賞金（50 万円）
〇優秀賞（5 件程度）
：賞状および賞金（20 万円）
※結果発表１２月予定、表彰式は２月ごろに開催予定。
令和元年 ９月 2７日（金）17：00

実施主体

公益社団法人 日本フィランソロピー協会

事業名称

「TOYO TIRE グループ環境保護基金」20２０年度助成

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「TOYO TIREグループ環境保護基金」事務局
TEL：03-5205-7580

目
的
環境保護活動を行う非営利団体を資金面で支援する。
対象事業 （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
(３)２０２０年度４月１日から２０２１年３月３１日までの間における１年間の事業活動。

応募方法

助成金額

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）を送付してください。
※お送りいただいた申請書類は返却いたしません。
上限：150 万円。

応募締切

令和元年 9 月３０日（月） ※当日消印有効

趣

実施主体

毎日新聞社

事業名称

毎日新聞社「第９回 毎日地球未来賞」

問合せ先

〒530-8251 大阪市北区梅田 3-4-5
毎日新聞大阪本社事業部 毎日地球未来賞係
TEL：06-6346-8407
E-mail：chikyumirai@mainichi.co.jp

旨

未来の子どもたちに良好な環境を残すため、
「食料」
「水」
「環境」の分野で、国内外の問題解決のた
めに地道に取り組んでいる草の根的な市民団体や、中高生・大学生など若い人たちの活動を表彰し、
賞金を送って活動を応援します。

対

象

主に市民・草の根レベルの活動が対象。食料、水、環境の 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、いずれも選考対象としています。東日本大震災、熊本地震、大阪
北部地震、北海道胆振東部地震の被災地、被災者に対するこれらの分野での復興支援活動も対象。
中学・高校生や大学生など若い人たちの活動は全ての賞の選考対象。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 40 万円
奨励賞・・・・・・・・３点以内 賞金 2０万円

応募方法

規定の応募・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、８
ページ以内（A4 サイズ）で記述してお送りください。応募用紙、「特に強調したいこと」は原則、
メールにてお送りください。参考資料もできるだけメール添付、「データ便」などを活用してくだ
さい。その場合。郵送は不要です。
※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/event/aw/chikyumirai/09-1.html
ダウンロードできない場合は毎日新聞大阪本社事業部毎日地球未来賞事務局に連絡してください。

応募締切

令和元年 10 月８日（火）

実施主体

こくみん共済 COOP（全労済）

事業名称

201９年 こくみん共済 COOP 地域貢献助成事業

問合せ先

こくみん共済 COOP ブランド戦略部内 地域貢献助成事業事務局
TEL：03-3299-0161 E-mail：90_shakaikouken@zenrosai.coop

対象活動 (1)自然災害に備え、いのちを守るための活動
(2)地域の自然環境・生態系を守る活動
(3)温暖化防止活動や循環型社会づくり活動
(4)子どもや親子の孤立を防ぎ、地域とのつながりを生み出す活動
(5)困難を抱える子ども・親がたすけあい、生きる力を育む活動

対象団体 (1)NPO 法人、任意団体、市民団体
(2)設立 1 年以上の活動実績を有する団体
(3)直近の年間収入が 300 万円以下の団体
※2020 年１月１日～２０２０年１２月３１日の間に実施、完了する活動が対象。
助成金額

1 団体あたり 1 事業のみとし、助成上限額は 30 万円。

応募方法

所定の申請書に記入のうえ、
応募書類を E メールでお送りください。
E メール送付が難しい場合は、
郵送してください。申込書はホームページからダウンロードして下さい。
URL：https://www.zenrosai.coop/zenrosai/csr/joseijigyou

応募期間

趣

令和元年 ９月２０日(金)～１０月１０日（木） ※当日消印有効

実施主体

公益財団法人 住友生命健康財団

事業名称

スミセイ コミュニティスポーツ推進助成プログラム

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 6F
公益財団法人 住友生命健康財団 （担当：太田・天野）
TEL：03-5925-8660
FAX：03-3352-2021
E-mail：sports@am.sumitomolife.co.jp

旨

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、じっくりと実を結んでいくような取り
組みを応援します。

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電子メール(PDF)、
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

令和元年 10 月４日（金） ※必着

