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=========================================== 

【頼り合える社会づくり通信】no.6（2019/6/2） 

=========================================== 

◎アリスセンターはこれまでの「らびっとにゅうず」に特集のページを加え、テーマと地域

により密着し、共有と交流、発信的なスタイルを持った「頼り合える社会づくり通信」を発

刊します。ご愛読お願いします。 

〇情報は、このテーマに取り組んでいる神奈川県内や全国規模で活動して団体や活動をリ

ストアップして定点的に情報収集や取材を行い情報発信していきます。 

〇リストアップの３つの視点 

１分断線の現状を明らかにする情報※１  

２地域での関係やつながりを創造（再生）する活動※２、 

３市場経済の原理だけで形成されない新しい働き方                             

※１分断線 

1）貧困・所得格差間 2）受給者間（教育・福祉・介護・保育等） 3）世代間（若者と高

齢者） 4）地域間（都会と地方）5）雇用者間（正規・非正規） 6）男女（性差）7）入居

者間（公営住宅） 8）国籍（国民・移民・外国籍）9）政治意識間（政治的急進主義と穏健

寛容派） 10）市民意識間（他者への無関心と他者への関心、信頼と不信感） 

※２ 地域での関係やつながりを創造（再生）する活動 

1）地域全般・制度全般、2）まちづくり（弱者の視点からの防災・見守り合い・協働の活動、

協議会型住民自治組織、元気な参加型地域づくり・シェアリングエコノミー） 3）居場所

づくりの活動（子ども食堂、無料学習塾、プレイパーク、コミュニティカフェ、フードバン

ク） 4）高齢者福祉・介護の活動 5）障がい者福祉（発達障がいや子育て等の孤立化防止

活動、パラスポーツ等） 6）多世代参加型子育ての活動 7）外国籍市民との共生の活動 

8）アート活動（障碍者・地域等との協働等）9）子ども・若者・女性の支援 10）様々なネ

ットワークの活動 11）市民基金の活動 12）人権・平和の活動 13）住宅支援の活動 14）

環境・エネルギーの活動 15）マイノリティ支援の活動（LGBT 等） 

 

―――――――――――――― 

「頼り合える社会づくり通信」 

―――――――――――――― 



 

(4）高齢者福祉・介護の活動  

 

●――――――――――――――――――――――――――――――――― 

第 56 回社会福祉セミナー「身寄りのない人」と社会福祉 

-------------------------------------------------------------------- 

わが国では家族の縮小が進み、社会福祉の現場では「身寄りのない人」への対応が課題の１

つとなってる。 

本セミナーでは、「身寄りのない人」への福祉的支援の現状と課題、および今後の方向性に

ついて、各地の実践に触れながら考えていく。 

詳細は 

http://www.kousaikai.or.jp/news/detail/ 

 

■日時：2019 年 7 月 5 日（金）10:20～16:30 

■会場：有楽町朝日ホール（東京都千代田区、有楽町マリオン 11 階）  

■定員：600 名 

■受講料：4,000 円（学生は 1,000 円） 

■主催：公益財団法人鉄道弘済会 

 後援：社会福祉法人全国社会福祉協議会 

■お申し込み・お問い合わせ先 

 公益財団法人鉄道弘済会「社会福祉セミナー」係 

 TEL：03-5276-0325 

 FAX：03-5276-3606 

 e-mail ：fukushikenkyuu＠kousaikai.or.jp 

    

●――――――――――――――――――――――――――――――――― 

いきがい・助け合いサミット in 大阪 

共生社会をつくる地域包括ケア～生活を支え合う仕組みと実践 

-------------------------------------------------------------------- 

助け合い、支え合う共生の地域づくりに挑戦している全国の関係者が一堂に会し、 

課題や取り組みのノウハウを共有して、つながりを深める、さわやか福祉財団主催のサミッ

トを、本年９月９日（月）～１０日（火）に大阪市の大阪府立国際会議場「グランキューブ

大阪」で開催します。 

詳細は 

https://www.sawayakazaidan.or.jp/summit-osaka/ 

 



■開催日時 

２０１９年９月９日（月）～１０日（火） 

 ９日（月）：１３：００～１７：５０（１８：３０～大交流会） 

１０日（火）： ９：００～１５：５０  

■会 場 

大阪府立国際会議場「グランキューブ大阪」 

大阪府大阪市北区中之島５丁目３－５１  

■主 催 

公益財団法人さわやか福祉財団 

TEL03-5470-7751 

 ■参加費 

資料代として２，０００円 

（１０日の昼食申し込みの場合、別途１，０００円） 

※大交流会参加者は、別途参加費３，０００円  

■主な対象者 

生活支援コーディネーター及び協議体他地域活動関係者・組織、国、地方厚生局、地方自治

体等及び民間団体の関係者をはじめ、助け合い、支え合う地域づくりに関係する幅広い分野

の人々、その他関心を持つ一般住民の皆さんなど  

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

(8）アート活動（障碍者・地域等との協働等） 

 

●――――――――――――――――――――――――――――――――― 

ヨコハマハンドメイドマルシェ 2019 

-------------------------------------------------------------------- 

「ここにしかない手作り作品」をテーマに約 3000 人の市民クリエイターがハンドメイド作

品を一同に展示・販売します。 

詳細は 

https://handmade-marche.jp/ 

 

■日時：2019 年 6 月 8 日（土）、9 日（日） 

    11：00～18：00 

■会場：パシフィコ横浜 B、C、D ホール 

   （桜木町駅徒歩 12 分、もしくは、桜木町駅から横浜市営バス） 

■入場料：当日券 1,000 円、前売り券 800 円（小学生以下は無料） 

■主催：ヨコハマハンドメイドマルシェ実行委員会 



■問い合わせ：ヨコハマハンドメイドマルシェ運営事務局 

       e-mail ：contact@handmade-marche.jp 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

(9）子ども・若者・女性の支援 

 

●――――――――――――――――――――――――――――――――― 

女性のための社会参画セミナー「かなテラスカレッジ」第 5 期生募集 

-------------------------------------------------------------------- 

地域活動・社会活動に参画する意欲をもつ女性を対象としたプログラム 

詳細は 

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/x2t/kanakare2019.html 

 

■日時：6 月 8 日～9 月 28 日 10：00～15：30 

    本編講座 10 回、特別講座 1 回 

■会場：かなテラス（神奈川県藤沢合同庁舎 2 階）等 

■受講料：全日程 3,000 円、各日参加（１日 2 コマ）500 円 

■定員 30 名 

■託児あり 

■主催：かなテラス（神奈川県立かながわ男女共同参画センター） 

■申し込み締め切り：5 月 23 日（木） 

■問い合わせ・申し込み：かなテラス参画推進課 

 TEL0466-27-2114 

 

●――――――――――――――――――――――――――――――――― 

地域子育て支援士二種要請講座 

-------------------------------------------------------------------- 

■日時：2019 年 6 月 29 日（土）9:45～17:00（9:30 受付開始） 

■場所：横浜情報文化センター７Ｆ大会議室（横浜市中区日本大通 11 番地） 

■受講料：9,000 円（税込み・事前振込） 

■講師：奥山千鶴子（ＮＰＯ法人子育てひろば全国連絡協議会理事長・認定ＮＰＯ法人びー

のびーの理事長） 

■講義内容：1)地域子育て支援拠点事業の全体像の理解、2)利用者の理解、3)地域子育て支

援拠点の活動、4)講習等の企画づくり、5)地域資源の連携づくりと促進、6)事例検討 

■認定：講義終了時の認定試験合格者に「地域子育て支援士二種」認定証発行 

■定員：50 名（先着順） 



■申込締切：2019 年５月８日（水）ただし、定員になり次第締め切り 

■持ち物：受講票とテキスト・筆記用具・昼食・飲料 

■協力：認定ＮＰＯ法人びーのびーの 

■ 申 込 方 法 ： ひ ろ ば 全 協 の ホ ー ム ペ ー ジ か ら 事 前 申 込 

http://kosodatehiroba.com/114shienshi.html 

■受講要件あり 

■問合せ：ＮＰＯ法人子育てひろば全国連絡協議会（ひろば全協） 

 〒222-0037  神奈川県横浜市港北区大倉山 1-12-18  F・ラ・ポッシュ 303 

 TEL：045-531-2888/546-9970    FAX：045-512-4971 

――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

(12）人権・平和の活動  

 

●――――――――――――――――――――――――――――――――― 

７・７ 盧溝橋事件記念のつどい 

-------------------------------------------------------------------- 

■日時：7 月 6 日（土）14:00～16:30（13：30 開場） 

■会場：かながわ県民センター 305 号室 

■講師：笠原 十九司さん（都留文科大学名誉教授） 

■記念講演：「日本軍は中国で何かしたのか―満州事変から日中戦争へ―」 

■参加費：500 円 

■主催：日中友好神奈川県婦人連絡会（045－363－8127） 

 横浜市中区桜木町１－１－５６ 横浜市市民活動支援センター 

 レターケース 12 番 

 

●――――――――――――――――――――――――――――――――― 

ぴーす・メール学習会「新防衛計画大綱とは何か」 

-------------------------------------------------------------------- 

 昨年 12 月、政府は新しい防衛計画の大綱を発表しました。「多次元統合防衛力」という新

しい概念を出してきています。このもとで自衛隊は、日米関係はどうなっていくのか。お話

を伺います。 

■テーマ：新防衛計画大綱とは何か 

■講師：福好昌治さん（軍事問題研究家）著作に「徹底解剖自衛隊の人・カネ・組織」他 

■日時：６月１５日（土）午後６時 15 分より 

■場所：かながわ県民センター705 号室（横浜駅徒歩５分） 

 



●――――――――――――――――――――――――――――――――― 

安田浩一さん講演会「ヘイトスピーチを許すと社会が壊れる」 

-------------------------------------------------------------------- 

■日時：６月 16 日（日）18:30～20:30 

■会場：ボーノ相模大野サウスモール３階 ユニコムプラザさがみはら・セミナールーム 

■講師：安田浩一さん（週刊宝石、サンデー毎日記者を経て 2001 年よりフリーに） 

■川崎からの報告：「ヘイトスピーチを規制する条例の制定について」 

■参加費：500 円 

■主催：反差別相模原市民ネットワーク 

■問合せ：090-1458&#8331;6761（田中） 

 

●――――――――――――――――――――――――――――――――― 

ドキュメンタリー映画「沖縄から叫ぶ戦争の時代」上映とお話 

-------------------------------------------------------------------- 

映画上映とお話  

ドキュメンタリー映画「沖縄から叫ぶ戦争の時代」 

 湯本雅典制作、61 分、2019 年１月 

沖縄リポート 2019 春「今、沖縄で何がおきているか」 

 滝本匠（琉球新報東京支社報道部長） 

■日時：６月 29 日（土）14:00～16:50 

■場所：エポックなかはら７階大会議室 

■資料代：500 円 

■主催：沖縄の映画を観よう！かわさき 

■問合せ：080-3494-2411（木瀬） 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

（14）環境・エネルギーの活動  

 

●――――――――――――――――――――――――――――――――― 

トーク＆パレード いらんじゃろう！上関原発～人も自然も生きものも～ 

-------------------------------------------------------------------- 

●日時：６月 16 日（日）13:30～16:00 16:30 パレード出発 

●場所：明治大学リバティタワー９階 1096 教室 

●ゲスト：河合弘文さん、堀田圭介さん 

●参加費：1000 円（高校生以下無料） 

●予約方法：Fax 03－5358－9791 Web http://ur0.link/T1js 



●主催：上関原発どうするの？～瀬戸内の自然を守るために～ 

●問合せ：dousuru_net@mail.goo.ne.jp 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 

【さまざまな催し】 

 

●――――――――――――――――――――――――――――――――― 

プロボノチャレンジ KANAGAWA2019 

-------------------------------------------------------------------- 

 プロボノチャレンジ KANAGAWA2019 は、運営基盤を強化したい NPO・地域団体の方

と、仕事の経験・スキルを活かしたボランティア活動にチャレンジしてみたい方とをつなぐ

“プロボノ”にチャレンジする企画です。 

＜説明会＞ 

 神奈川県内で説明会を開催します。プロボノに関心のある方、身近な地域活動・NPO に

関わってみたい方、プロボノの支援を受けてみたい地域団体・NPO など、お気軽にお越し

ください。 

横須賀 

■6 月 8 日（土）10:30&#12316;12:00 

会場：横須賀市立市民活動サポートセンター ミーティングコーナー 

■横浜・戸塚 

6 月 11 日（火）19:15&#12316;20:45 

会場：とつか区民活動センター 会議室 A・B 

■平塚 

6 月 15 日（土）10:30&#12316;12:00 

会場：ひらつか市民活動センター 

■厚木 

6 月 15 日（土）14:30&#12316;16:00 

会場：プロミティあつぎ D 会議室 

■茅ヶ崎 

6 月 16 日（日）10:30&#12316;12:00 

会場：チガラボ 

■横浜・関内 

6 月 20 日（木）19:30&#12316;21:00 

会場：よりみちベース 



■横浜・桜木町 

6 月 27 日（木）19:30&#12316;21:00 

会場：桜木町貸会議室 

交通：JR 桜木町駅 徒歩 4 分/京急本線日ノ出町駅 徒歩 4 分 

住所：横浜市中区 野毛町 2-102-56 河本ビル 3 階 

■参加費：無料 

■定員：各会場 20&#12316;30 名程度、要事前申し込み 

■問合せ 

【運営事務局】認定 NPO 法人サービスグラント（担当:津田） 

TEL：03-6419-4021 E-mail：info@servicegrant.or.jp 

●主催・運営 

【主催】神奈川県 

【所管部署】かながわ県民活動サポートセンター 基金事業課 

【運営団体】認定 NPO 法人サービスグラント、NPO 法人 NPO あつぎみらい 21、NPO 法

人くみんネットワークとつか（とつか区民活動センター）、NPO 法人湘南スタイル、ひらつ

か市民活動センター、NPO 法人 YMCA コミュニティサポート 

 

●――――――――――――――――――――――――――――――――― 

NPO と行政の対話フォーラム‘19 

--------------------------------------------------------- 

NPO と行政は、地域社会の様々な課題の解決を目指し、お互いが持てる力を出し合いなが

ら連携し協働を進めてきました。 

そして、協働を推進するための条例や規則、マニュアルやルールブックなどの整備により、

両者の協働は大きな成果をあげてきたと言えます。 

しかし、NPO には「社会的な課題の解決」のほかにも「社会的な価値の創造」という重要

な役割があります。 

新たな価値の創造することは、これからの行政運営にとっても重要な意味を持つものです。 

では、協働により生み出される価値とは、どのようなことが考えられるのでしょうか。 

今回のフォーラムでは、NPO と行政の協働は「課題解決」だけではなく、「価値の創造」に

も重要な意味をもつという認識のもと、「社会的な価値を生み出す協働とは何か？」をとも

に考える場にできればと思います。 

詳しくは、 

https://www.jnpoc.ne.jp/?p=17815 

 

■日時：2019 年 7 月 12 日（金）10:15～17:00 

■会場：かながわ県民センター（横浜市神奈川区鶴屋町 2-24-2、JR 横浜駅きた西口から徒



歩 5 分） 

■テーマ：「社会的な価値を生み出す協働とは何か？」 

■対 象： 自治体職員、ＮＰＯ支援センターやＮＰＯのスタッフ、企業の方など 

■定 員：150 名（先着順/定員に達し次第締切） 

■参加費 

 日本 NPO センター正会員： 6,000 円（団体会員の会員価格適用は 3 名まで） 

 準会員・一般： 7,000 円 

■主 催：認定特定非営利活動法人日本ＮＰＯセンター 

■協 力：かながわ県民活動サポートセンター 

■問い合わせ：ＮＰＯと行政の対話フォーラム‘１９事務局 

担当（椎野、清水） 

〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-2-1 新大手町ビル 245 

TEL：03-3510-0855 

Mail：taiwa@jnpoc.ne.jp 

 

●――――――――――――――――――――――――――――――――― 

ファンドレイジング・日本 2019 

---------------------------------------------------------------- 

●テーマ 課題「解決」先進国をめざして 

●開催日時 2019 年 9 月 14 日（土）～9 月 15 日（日） 

●会場 駒澤大学 駒沢キャンパス（東急田園都市線「駒沢大学」駅） 

●参加費 個人申込（通常 会員 21,000 円＋税、一般 30,000 円＋税） 

●主催 認定 NPO 法人 日本ファンドレイジング協会 （03－6809－2590） 

●詳細については、ホームページ参照 http://jfra.jp/frj/ 

●問い合わせ先 日本ファンドレイジング協会 FRJ2019 事務局 

電話 03－6809－2590 E-mail：frj@jfra.jp 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 

【募集】 

 

●――――――――――――――――――――――――――――――――― 

社会起業塾イニシアティブ 2019 参加メンバー募集 

-------------------------------------------------------------------- 

  https://kigyojuku.etic.or.jp/ 

  エントリーシート提出〆切：6 月 19 日(水)昼 12 時締切 



 

【募集説明会＆事業相談会開催＠渋谷  6/10(月)】 

  https://drive.media/event/23263 

 

課題解決や価値創造に挑む起業家を応援する社会起業塾イニシアティブが、2019 年度は、

NEC・花王・電通をパートナー企業として社会にインパクトを起こす、9 名の起業家を募集

します。 

同期の起業家とは相互メンタリングをしながら切磋琢磨していきます。 

100 名を超える OBOG 起業家との交流からも学ぶ機会があり、普段の活動では出会わない

挑戦者たちとの出会いも豊富です。 

事業を加速するために、先輩や仲間の力を借りて更に飛躍したい方のご応募、お待ちしてい

ます。 

■社会起業塾とは 

『今のやり方を続けて世の中ほんとに変わってく？』『ほんとうにそれ本気でやりたいの?』 

事業作りだけでなく、そんな問いにも本気で向き合って一緒に考えられるプログラムと、社

会起業家コミュニティは、 

他にない特徴です。 

 

■エントリーシート提出締切 2019 年 6 月 19 日(水) 昼 12 時まで 

■対象となる事業 

 １．社会的課題の解決を目的に行われる事業（事業実施主体の法人化の有無および形態は

問いません） 

 ２．量(優れたモデル性による影響の拡大など)あるいは質的に卓越した社会的インパクト

の創出（政策や社会システムの変革など）を志向する事業 

■対象となる組織 

・35 歳以下を目安とする代表者、あるいは活動の中心メンバーが事業を推進していること 

・顧客/当事者に対してサービスやプログラムを提供した実績があるなど、すでに活動を開

始していること 

■エントリー方法 

 下記 URL にてエントリーシートをダウンロードし、指定の宛先まで送付ください。詳し

くは応募ページをご覧ください。 

  http://kigyojuku.etic.or.jp/apply/ 

■お問い合わせ先 

 特定非営利活動法人 ETIC.（エティック） 

 〒150-0041 東京都渋谷区神南 1-5-7 APPLE OHMI ビル 4 階 

 TEL: 03-5784-2115 / FAX:03-5784-2116 / Mail: incu@etic.or.jp 



 WEB: http://kigyojuku.etic.or.jp/ 

 facebook: https://www.facebook.com/etic.svip 

 社会起業塾イニシアティブ事務局 宛 

 

●――――――――――――――――――――――――――――――――― 

ヨコハマ市民まち普請事業「2019 年度提案募集中！」のご案内 

----------------------------------------------------------------- 

ヨコハマ市民まち普請事業では、地域交流や高齢者の見守り、子育て支援、自然環境の保全、

歴史資源の活用、防災・防犯など、市民の皆さんが考える地域の課題解決や 

魅力向上のための施設の整備提案を募集しています。 

二段階の公開コンテストにより選考された提案に、最大 500 万円の整備助成金を交付しま

す。 

■募集締切：６月７日（金）まで 

■申込方法 

 申込書及び第一次提案書を、都市整備局地域まちづくり課（市役所６階）へ持参してくだ

さい。 

 申込書及び第一次提案書は、都市整備局地域まちづくり課で配布のほか、下記【まち普請

ホームページ】からダウンロードできます 

 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-

kankyo/toshiseibi/suishin/machibushin/download.html 

■主な応募の要件 

 ・整備場所の近くの住民等を３人以上含んでいるグループであること。 

 ・地域の課題解決や魅力向上等を図る施設整備提案であること。（ジャンル不問） 

 ・グループで力を合わせて整備等を行う意欲があること。（整備提案の企画、 

  コンテストでの発表、整備における労力提供、整備後の維持管理等） 

■「まち普請事業」について、詳しくはこちらから 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-

kankyo/toshiseibi/suishin/machibushin/ 

■申込書及び第一次提案書の作成を支援します！まずは、問合せ先までお気軽にご相談く

ださい。 

【お問い合せ・ご連絡先】 

横浜市都市整備局地域まちづくり課 

飯野、羽賀、横澤、池宮 

TEL：045-671-2679 FAX:045-663-8641 

Email：tb-seibiteian@city.yokohama.jp 

 



●――――――――――――――――――――――――――――――――― 

第 23 回ボランティア・スピリット・アワード募集 

------------------------------------------------------------------- 

「Prudential SPIRIT OF COMMUNITY ボランティア・スピリット・アワード」（通称：

SOC）とは、ボランティア活動に取り組む中学生・高校生を支援するプログラムです。この

プログラムは、活動に優劣をつけるものではなく、賞を通してボランティア活動について情

報交換できる場を提供し、誰もが気軽に、そして自然にボランティア活動に取り組める社会

環境を創ることを目指しています。 

■応募締切：2019 年 9 月 9 日（月） 

■応募内容：あなたが取り組んでいるボランティア活動について、聞かせてください。 

ボランティア活動に参加して、学んだこと、感じたことなどを応募用紙の項目に従ってご記

入ください。活動分野は問いません。  

■期間：2018 年 4 月以降に取り組んだ（取り組んでいる）活動であること。 

■応募資格：ボランティア活動をしている個人またはグループが応募できます。 

 応募締切日（2019 年 9 月 9 日（月））時点に中学校あるいは高等学校に在籍していること。 

尚、特別支援学校や、中高一貫校等は、それぞれ対応する部門にご応募ください。 

ご不明な点やご質問は事務局までお問合せください。受賞歴にかかわらず何度でも応募で

きます。 

■審査結果発表 

ブロック賞・コミュニティ賞  10 月上旬 

文部科学大臣賞/SPIRIT OF COMMUNITY 奨励賞/米国ボランティア親善大使 12 月 22

日（日）  

■審査結果 

ブロック賞ならびにコミュニティ賞については、10 月上旬にホームページで発表いたしま

す。また、受賞者ご本人には、応募用紙にご記入いただいた「今後の連絡先」にも個別に通

知いたします。文部科学大臣賞、SPIRIT OF COMMUNITY 奨励賞については、全国表彰

式当日に会場で発表いたします。  

■問合せ 

ボランティア・スピリット・アワード事務局（応募係） 

〒112-8790 東京都文京区小石川 4-14-12  共同印刷（株）内 

TEL：03-5501-5364 E メール：info@vspirit-info.jp 

 

●――――――――――――――――――――――――――――――――― 

第 2 期 市民ファンド推進プログラム 2019 年助成事業 募集 

（特定非営利活動法人 市民社会創造ファンド） 

-------------------------------------------------------------------- 



市民ファンド／コミュニティ財団の「助成する力」の強化を応援します。 

■助成対象：市民ファンド／コミュニティ財団等が、助成プログラムを開発し、 

      運営し、評価し、見直す力を高める取り組みを応援します。 

■助成期間：2019 年 10 月～2020 年 9 月（1 年間） 

■助成金額：1 件あたり上限 200 万円 

■助成金の使途：応募事業の実施に必要な経費とし、特にプログラムオフィサー 

        の人件費や育成費を重視します。 

■応募受付期間：2019 年 6 月 18 日～7 月 1 日（必着） 

■問い合わせ先： 

 特定非営利活動法人市民社会創造ファンド 

 市民ファンド推進プログラム事務局（担当：坂本・山田） 

 TEL：03-5623-5055（祝祭日を除く月曜日～金曜日 10:00～17:00） 

＊募集内容の詳細は、市民社会創造ファンドのＷＥＢサイトに掲載した 

「応募要項」でご確認ください。 

http://civilfund.org/shiminfund_suishin.html 

＊本プログラムは、2015 年 4 月から公益財団法人トヨタ財団の助成を受けて、 

 市民ファンド推進連絡会の協力のもとに、市民社会創造ファンドが企画・運営しています。 

＊【助成事業】と共に、市民活動助成に関わるあらゆる組織の人材を対象とした 

 【研修事業】を計 3 回、助成期間の開始時、中間時、完了時に合わせて実施します。 

 

●――――――――――――――――――――――――――――――――― 

ファイザープログラム 

「心とからだのヘルスケアに関する市民活動・市民研究支援」 

 第 19 回新規助成 公募開始のお知らせ 

-------------------------------------------------------------------- 

このプログラムは、ヘルスケアを重視した社会の実現に向けて、 

「心とからだのヘルスケア」の領域で活躍する市民団体や患者団体・ 

 障がい者団体による、「健やかなコミュニティ」づくりへの試みを 

 支援することを目的としています。 

主に「中堅世代」を対象とした市民活動や市民研究のさらなる発展を 

応援しています。 

 

■助成対象プロジェクト 

 心とからだのヘルスケアに関する市民活動市民研究 

■助成金額・助成件数 

 1 件あたり 50 万円～300 万円。今年度の総額は 1,500 万円。 



■助成期間 

 2020 年 1 月 1 日から 12 月 31 日までの 1 年間 

■継続助成について 

 新規助成を受けた団体は継続助成への応募が可能で、 

 毎回の選考を経て助成を決定します。 

 新規助成を含め、最大 3 回までの助成が可能です。 

＊現プログラムでの継続助成は、2020 年度（助成期間：2021 年 1 月～12 月） 

 および 2021 年度（助成期間：2022 年 1 月～12 月）の実施で終了します。 

■応募期間 

 2019 年 6 月 3 日（月）～6 月 17 日（月）【必着】 

※応募要項・応募企画書（応募用紙）・応募企画書作成の手引きは、 

 下記ウェブサイトから入手ください。 

https://www.pfizer.co.jp/pfizer/company/philanthropy/pfizer_program/announce/index.ht

ml  

■問い合わせ先： NPO 法人市民社会創造ファンド 担当：山田、坂本  

        TEL 03－5623－5055  E-mail:  pfp@civilfund  

 

●――――――――――――――――――――――――――――――――― 

あしたのまち・くらしづくり活動賞 レポート募集 

-------------------------------------------------------------------- 

地域が直面するさまざまな課題を自らの手で解決して、住み良い地域社会の創造をめざし、 

独自の発想により全国各地で活動に取り組んでいる地域活動団体等の活動の経験や知恵な

どの 

ストーリーをレポートとしてぜひお寄せください。 

詳細は 

http://www.ashita.or.jp/prize/ 

 

■表彰・賞状等の贈呈（予定） 

 ●あしたのまち・くらしづくり活動賞・内閣総理大臣賞：１件  賞状、副賞２０万円 

 ●あしたのまち・くらしづくり活動賞・内閣官房長官賞：１件  賞状、副賞１０万円 

 ●あしたのまち・くらしづくり活動賞・総務大臣賞：１件  賞状、副賞１０万円 

 ●あしたのまち・くらしづくり活動賞・主催者賞：５件  賞状、副賞 ５万円 

 ●あしたのまち・くらしづくり活動賞・振興奨励賞：２０件  賞状 

■◆応募の締切：２０１９年７月３日（水） 

■主催：公益財団法人あしたの日本を創る協会 各都道府県新生活運動等協議会  

    読売新聞東京本社 NHK  



■問い合わせ 

公益財団法人あしたの日本を創る協会 

ＴＥＬ０３－６２４０－０７７８  ＦＡＸ０３－６２４０－０７７９   

e-mail ：ashita@ashita.or.jp 

 

●――――――――――――――――――――――――――――――――― 

「公園・夢プラン大賞」募集 

-------------------------------------------------------------------- 

「公園・夢プラン大賞」は、全国の公園緑地等を舞台に、市民による自由な発想で実施され

たイベントや活動、これからやってみたいアイデア・プランを募集し、審査・ 表彰するも

ので、公園を楽しく使いこなす人々をさらに増やしてゆくことを目指しています。 

詳細は 

https://yumeplan.prfj.or.jp/ 

 

■募集期間：4 月 19 日（金）～9 月 30 日（月） 

■主催：一般財団法人公園財団 

■問い合わせ：一般財団法人公園財団「公園・夢プラン大賞」係 

       TEL03-6674-1188 

       e-mail ：yumeplan@prfj.or.jp 

 

●――――――――――――――――――――――――――――――――― 

Panasonic NPO/NGO サポートファンド for SDGs 2019 年募集（海外助成・国内助成） 

-------------------------------------------------------------------- 

「Panasonic NPO/NGO サポートファンド for SDGs」は、世界的な社会課題である「貧困

の解消」に向けて取り組む NPO/NGO が持続発展的に社会変革に取り組めるよう、その組

織基盤強化に助成します。 

SDGs が掲げている貧困のない社会づくりに向けて、「海外助成」「国内助成」の 2 つのプロ

グラムで NPO/NGO の組織基盤強化を応援しています。 

詳細は 

https://www.panasonic.com/jp/npo_summary/2019_recruit.html 

■応募受付期間：2019 年 7 月 16 日（火）～2019 年 7 月 31 日（水） 必着 

■主催：パナソニック株式会社ブランドコミュニケーション本部 CSR・社会文化部 

■問い合わせ 

【海外助成協働事務局】 

 認定特定非営利活動法人 国際協力 NGO センター 

 TEL：03-5292-2911 FAX： 03-5292-2912 



 担当：伊藤・塚原 E-mail：pnsf-sdgs@janic.org 

【国内助成協働事務局】 

 特定非営利活動法人 市民社会創造ファンド 

 TEL：03-5623-5055 FAX： 03-5623-5057 

 担当：坂本・霜田 E-mail：support-f@civilfund.org 

-------------------------------------------------------------------- 

 

●――――――――――――――――――――――――――――――――― 

第 39 回緑の都市賞 

-------------------------------------------------------------------- 

■募集内容 ◇緑の市民協働部門 

■応募資格：主に市民団体（町内会･自治会等の地縁団体、ＮＰＯ、学校の教師・児童・Ｐ

ＴＡの活動、病院の職員等） 

■内容：ボランティアを基本とした緑化活動で、地域の社会か環境へ貢献するものとします。 

■募集期間：2019 年４月１日（月）～６月 30 日（日） 

■主催：公益財団法人都市緑化機構 

■応募及び応募要綱等請求先 

 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 3-2-4 田村ビル 2 階 

 公益財団法人都市緑化機構内「緑の都市賞」係 

 TEL 03-5216-7191 FAX 03-5216-7195 

 e-mail ：midori.info＠urbangreen.or.jp（＠を半角にして送信ください） 

 

●――――――――――――――――――――――――――――――――― 

2019 年度ニッセイ財団 高齢社会助成 

-------------------------------------------------------------------- 

■種類：「共に生きる地域コミュニティづくり」を基本テーマに、「地域チャレンジ活動助成」

と「実践的研究助成」（「実践的課題研究助成」、「若手実践的課題研究助成」）の募集を行っ

ております。 

■募集概要 

（1）地域福祉チャレンジ活動助成 

・助成内容：地域包括ケアシステムの展開、そして深化につながる 4 つのテーマのいずれか

に該当する活動 

・助成期間：２０１９年１０月から２年 

・助成金：最大４００万（１年最大２００万） 

・助成予定件数：２団体程度 

・募集締切：２０１９年５月３１日（金）消印有効 



（2）実践的研究助成（実践的課題研究・若手実践的課題研究） 

・助成内容：研究助成対象分野・テーマ（表 2）に対する課題を明確にした実践的研究 

・助成期間：２０１９年１０月から実践的課題研究は、２年。若手実践的課題研究は、１年 

・助成金：実践的課題研究：最大４００万（１年最大２００万）、若手実践的課題研究：総

額約５００万 

（１件最大１００万） 

・助成予定件数：実践的課題研究：１件程度、若手実践的課題研究：５件程度 

■募集締切：２０１９年６月１５日（土） 消印有効助成内容 

■助成決定：当財団選考委員会にて選考の上、９月上旬の理事会で決定 

■募集要項：申請書、手続：財団ホームページを確認  

 http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp 

■問合せ： 〒541-0042 大阪市中央区今橋３丁目１番７号 日生今橋ビル４階 

 日本生命財団 高齢社会助成 事務局 TEL.06-6204-4013 

 

●――――――――――――――――――――――――――――――――― 

『助成財団 NPO・市民活動のための助成金応募ガイド 2019』発行のお知らせ 

-------------------------------------------------------------------- 

助成財団センターのデータベースからＮＰＯ・市民活動向けの助成プログラムを持つ 

651 の団体を抽出。前年度版より大幅に収録数が増えました。さらに「助成金 

応募の手引き」，「助成例(助成決定課題)」(一部抜粋)を収録しました。 

ＮＰＯ・ボランティア団体の助成金相談に役立つ必携の一冊です。 

 

○発 行 日：2019 年２月２８日 

○判  型：B5 判、410 頁 

○定  価：2,315 円＋税（送料別） 

○ISBN:978-4-915738-18-0 

○編集・発行：（公財）助成財団センター http://www.jfc.or.jp 

○販   売：東京官書普及株式会社（略称：東京官報） 

        電話：０３－３２９２－３７０１ 

        FAX： ０３－３２９２－１６７０ 

https://www.tokyo-

kansho.co.jp/asp/book/book_detail/?id=050f690ebbf013815f54f6c818d0e04e 

 

○本誌の主な内容 

第一部 助成金応募の手引き 

第二部 助成金募集案内 



 全国(地域限定なし） 

  福祉／文化／国際／環境／複合（教育・公共・その他） 

 地域別 

  北海道・東北／関東／北陸・中部／近畿／中国・四国／九州・沖縄 

第三部 助成例(決定課題)一覧 

 

【購入方法】 

 上記・東京官書普及(株) (通称：東京官報）のサイトからお申込み下さい 

(助成財団センターのサイトからもリンクしています）。 

 なお、書店にてご注文いただくこともできます。また、当センターでも 

直接販売しております。 

 

公益財団法人助成財団センター 

http://www.jfc.or.jp  

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

【アリスセンターに寄せられたニュースレター一覧】 

  2019 年５月に届いたニュースレター等です。 

 

・フォーラム 90 実行委委員会「死刑廃止国際条約の批准を求める「FORUM90 」」 

・一般社団霞ヶ浦市民協「霞ヶ浦 NEWS」 

・NPO 法人日本ファイバーリサイクル連帯協議会「JFSA」 

・神奈川ワーカーズ・コレクティブ連合会「うえい」 

・(特）神奈川労災職業病センター「かながわ労災職業病」 

・原発井戸端会議・神奈川事務局「I＊do！原発井戸端会議・神奈川ネットワーキングニュ

ース」 

・聴導犬育成の会「HEARING DOG 通信」 

・非核市民宣言運動ヨコスカ「たより」 

・（公財）さわやか福祉財団「さあ言おう」 

・市民活動センターあやせ「市民活動センターあやせ情報誌きらめき」 

・藤沢市市民活動推進センター「Newsletter」 

・茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団「催物ご案内」 

・ひらつか市民活動センター「ひらつかの風」 

・（公財）横浜市男女共同参画推進協会「フォーラム通信」 

・（社福）神奈川県社会福祉協議会「福祉タイムズ」 

・神奈川ネットワーク運動「かながわネット」 



・立憲民主党「立憲民主」 

・多賀城市市民活動サポートセンター「tag(たっぐ)」 

（特非）ちば市民活動・市民事業サポートクラブ「つぎのいっぽくん」 

・和歌山県 NPO サポートセンター「わか愛愛」 

 

●――――――――――――――――――――――――――――――――― 

※アリスセンターに情報（情報紙や案内チラシ、メール等）を寄せてくれた団体で 

メールアドレスがわかる団体は、らびっとにゅうずの配信登録をさせていただいて 

おります。らびっとにゅうずが不要な場合は、アリスセンター 

office@alice-center.jp 

までお知らせください。 

 

※郵送でいただいた情報もらびっとにゅうずに掲載 

させていただきますが、らびっとにゅうず掲載希望の情報は 

できるだけメールで送っていただければ助かります。 

らびっとにゅうず掲載希望情報送り先 

office@alice-center.jp 

よろしくお願いします 

 

●――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○アリスセンターは、市民と地域社会の自立を目指し、市民がまちづくりの主体 

となるための実践や政策提言を支援しています。市民活動の情報、 NPO の政策提 

言づくり、NPO や企業、行政の協働などに取り組んでいます。 

http://alice-center.jp/wp/ 

 

=====-======-======-======-======-======-======-======-==== 

◆◆発行◆◆ 

特定非営利活動法人 まちづくり情報センターかながわ（アリスセンター） 

〒231-0001 

横浜市中区新港 2-2-1 横浜ワールドポーターズ 6F NPO スクエア 

TEL：045-212-5835（留守番電話です） 

E-mail：office@alice-center.jp 

発行人：内海宏  担当：菅原敏夫 

 

 

 


