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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。

実施主体

住友生命保険相互会社

事業名称

住友生命 第 1３回「未来を強くする子育てプロジェクト」

問合せ先

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋 2-14-7 光ビル
「未来を強くする子育てプロジェクト」事務局
TEL：03-3265-2283
FAX：03-3265-2267

趣

旨 各地域の参考になる特徴的な子育て支援活動を社会に広く紹介し、他地域への普及を促すことで、子育
て環境を整備し、子育て不安を払拭することを目的としています。
対象事業 より良い子育て環境づくりに資する活動を行い、成果を上げている個人・団体（規模は問いませんが
要件を満たすことが必要）を対象とします。
対象事業 ①子育て支援に資する諸活動を継続的に行っていること。
②活動内容が社会に認められ、ロールモデルとなりうるものであるということ。
③活動の公表を了承していただける個人・団体であること。
④日本国内で活動している団体であること。
⑤受賞時に、団体名・連絡先、代表者等の氏名(本名)、活動の写真、活動内容等を、新聞・雑誌、イン
ターネット等での公表にご協力いただける方。マスコミなどからの取材にご協力いただける方。
表
彰 （１）文部科学大臣賞／表彰状 ※スミセイ未来大賞の 1 組に授与。
（２）厚生労働大臣賞／表彰状 ※スミセイ未来大賞の 1 組に授与。
（３）スミセイ未来大賞／表彰盾、副賞 100 万円 ※2 組程度
（４）スミセイ未来賞／表彰盾、副賞 50 万円 ※10 組程度
応募方法 応募用紙をホームページよりダウンロードし、基本情報をご記入の必要書類と一緒にお送りください。
URL：http://www.sumitomolife.co.jp/about/csr/community/mirai_child/
応募締切
令和元年 9 月６日（金） ※必着

趣

実施主体

一般社団法人 生命保険協会

事業名称

201９年度「元気シニア応援団体に対する助成活動」

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/

旨

助成団体
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。
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。
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
応募方法

1 団体当たり上限額 12 万円。（助成総額最大 500 万円）
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。
令和元年 ８月１６日（金） <当日消印有効>

応募締切

実施主体

大和ハウス工業株式会社

事業名称

大和ハウスグループ エンドレス募金

問合せ先

〒530-8241 大阪府大阪市北区梅田 3-3-5
大和ハウス工業株式会社 サステナビリティ企画部
大和ハウスグループエンドレス募金 運営委員会事務局
TEL：06-6342-1435
E-mail：csr@daiwahouse.jp

対象活動 （1）支援テーマ枠
20２０年度の支援テーマ 「難病患者やその家族への支援活動」
（2）一般支援枠 上記（1）以外の活動
応募資格 （1）営利を追求しない法人であり、法人格を有して 1 年以上の活動実績があること。
（2）予定の事業が地域課題の解決に向けた活動であること。
（3）予定する事業の実施期間が 2020 年 4 月から 20２１年 3 月であること。
寄 付 額
（1）
（2）共、1 団体につき上限 100 万円。
応募方法
大和ハウスグループ公式ホームページより申請書フォームをダウンロードして下さい。
URL：http://www.daiwahouse.com/sustainable/social/contribution/funds/index.html
所定の書面にてご郵送ください。申請書フォームの入力方法、応募の詳細に関しましては必ず応募
要項をご確認ください。
応募締切
令和元年 8 月 31 日（土） ※必着

実施主体

日本経済新聞社

事業名称

第３回 日経ソーシャルビジネスコンテスト

問合せ先

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 1-11-2 二葉ビル 2 階 B 室
日経ソーシャルビジネスコンテスト 事務局 （株式会社横田アソシエイツ内）
E-mail：nsbc@nex.nikkei.co.jp

募集対象
募集要件

応募資格
募集部門
表彰内容

応募方法

応募締切

（１）今までに活動実績があり 201９年度以降も事業の継続を予定しているソーシャルビジネス
（２）新規に取り組もうとしているソーシャルビジネスのアイデア
①社会性…社会的課題の解決を事業のミッションとしたアイデア。
②事業性…ビジネス的手法を用いて継続的に事業活動を進めることが出来そうなアイデア。
③革新性…新しい事業モデルやソーシャルインパクトを創出することが出来るアイデア
社会的課題解決を目的とする事業に取り組む個人または法人（学生、社会人、株式会社、一般社団
法人、NPO 法人等）
テーマ「SDGs に定められた 17 の開発目標を意識したソーシャルビジネス」
大賞（１点）
賞盾、賞金 100 万円
優秀賞（最大２点）賞盾、賞金 50 万円
学生部門賞
賞盾、賞金１０万円
ホームページより応募書類をダウンロードしてご記入ください。
URL：http://social.nikkei.co.jp/
必要事項を記入の上、応募ください。
令和元年 ９月２日（月）

実施主体

公益財団法人 ちゅうでん教育振興財団

事業名称

２０１９年度（第 2２回） ちゅうでん児童文学賞

問合せ先

〒461-0005 名古屋市東区東桜 2-6-30 東桜会館 4 階
(公財) ちゅうでん教育振興財団 「ちゅうでん児童文学賞」係
TEL 052-932-1741 FAX 052-932-1742

応募要項
応募規定

小学校高学年から大人までが楽しめる児童文学作品を募集。テーマは自由。
自作未発表の作品。原稿は A4 判（横長）に 40 字×30 行縦書きで印字されたものとし、枚数は
50～70 枚程度。日本語で書かれた作品であること。
※原稿にはページ数をふり、表紙に下記の 1～10 を記入する。
1．作品名
2．原稿枚数
3．氏名（ふりがな） 4．郵便番号・住所
5．電話番号 6．年齢
7．性別
8．職業（学校名）
9．E メールアドレス
10．この賞を何でお知りになったか

表彰内容

◎大賞（１編）：賞状および副賞５０万円
※大賞作品は単行本として出版し、公共図書館や財団事業にご応募いただいた小・中学校等へ寄贈
します。
◎優秀賞（２編）：賞状および副賞各２０万円
※上記以外に「奨励賞」を授与する場合があります。（賞状および副賞１０万円）
URL http://www.chuden-edu.or.jp/oubo/oubo4/oubo4.html

応募資格

不問

締切日

令和元年 ８月 3０日（金） 必着

実施主体

公益財団法人 大和証券福祉財団

事業名称

令和元年度（第 2６回） ボランティア活動助成

問合せ先

〒104-0031
東京都中央区京橋 1-2-1 大和八重洲ビル
公益財団法人 大和証券福祉財団事務局
TEL 03-5555-4640 FAX 03-5202-2014
E-mail：fukushi@daiwa.co.jp
URL：http;//www.daiwa-grp.jp/dsf/index.html

対象事業

①高齢者、障がい児者、子どもへの支援活動及びその他、社会的意義の高いボランティア活動。
②地震・豪雨等による大規模自然災害の被災者支援活動。
※大規模自然災害とは、
「東日本大震災」
「平成 28 年熊本地震」
「平成２９年７月吸収北部豪雨」
「大
阪北部地震」
「平成３０年７月豪雨」
「北海道肝振東部地震」等。

応募資格

ボランティア活動を行っているメンバーが 5 名以上で、かつ営利を目的としない団体。
活動実績は問いませんが、設立して間もない団体・グループによる応募は、助成対象金管の活動予
定が決まっている団体に限ります。

助成金額
対象経費

1 団体当たり上限 30 万円。（総額 4,500 万円）
「謝金」「交通費・旅費」「備品」「消耗品費」「通信費」「会場費」「製作費」「その他」

応募方法

・所定の「申請書」を当財団事務局宛にご郵送ください。
※申請書は、ホームページからダウンロードすることができます。
・申請書のコピーは必ずお手元に保管しておいてください。
・お送りいただきました書類の返却はできませんのでご了承ください。
令和元年 9 月 15 日（日） ※当日消印有効

応募締切

