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

●アリスセンターから 

 

「あいちモリコロ基金」の 10 年の取組み 

 

アリスセンターにはイベントや助成金などの情報の他に各団体で取り組んでいるプロジェ

クトや調査研究などの報告書の送付があります。 

先日、愛知県名古屋市の NPO 法人ボランタリーネイバースから「公益信託 愛・地球博開

催地域社会貢献活動基金（※愛称：あいちモリコロ基金）」の成果調査報告書の寄贈を受け

ました。 

この基金は、2005 年に愛知県で開催された「愛・地球博（愛知万博）」の理念を継承するた

めに余剰金の一部を原資として 2007 年 8 月に 10 年間の取り崩し方式の公益信託で設立さ

れました。 

同年 10 月の助成活動募集に始まり、2018 年 9 月の助成活動実績報告会までの 11 年間、申

請件数 3734 件、採択件数 1603 件、助成総額 10 億 8 千万円の助成事業が行われました。 

同報告書と併せて、ホームページ「あいちモリコロ基金アーカイブズ」が設置されました。

http://morikorokikin.jp 

ホームページには、調査報告書を含め、基金の成り立ち、基金の概要、助成結果、助成成果

の評価（地域への影響）を掲載するとともに、助成活動の検索が出来るようになっています。 



調査分析は、10 年間の助成実績、助成事業の実績・成果調査、助成団体への書面アンケー

ト調査（回答数 590 団体、回収率 47.2％）、ヒヤリング調査（6 団体）をベースに客観的デ

ータと定性的データを組み合わせて丁寧に分かりやすく行われています。 

特に、助成団体が助成金を受けたことによってどの様に変化していったか、継続し発展して

いったポイントは何かなど、今後の多くの市民団体にとって参考になると思います。 

また、休眠預金等活用制度がスタートし、社会的インパクト評価が注目される中、助成対象

活動の成果や評価が注目されており、あいちモリコロ基金の取組はその参考になると思い

ます。 

社会的インパクト評価の視点は、まったく、新しいことではなく、従前から NPO、中間支

援団体等は如何に、寄付者や支援者に成果を分かりやすく伝えて理解を得ることは求めら

れていたと思います。 

中々、手間と時間がかかり、定量的数値による指標は難しいですが、経済的価値に換算でき

なくても、NPO らしい評価指標の開発のヒントが、報告書にはあると思います。 

是非、ご一読を！ 

 

 

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

【頼り合える社会づくり通信】no.7（2019/7/7） 

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

◎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」 

―――――――――――――― 

 

(3）居場所づくりの活動 

 

●――――――――――――――――――――――――――――――――― 

フリースペースってどんなとこ？ 

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

■内容：「不登校」「ひきこもり」の子ども・若者の居場所づくり、活動紹介、質疑応答等 

■会場：川崎市子ども夢パーク（JR 南武線の津田山駅より徒歩５分） 

■日時：2019 年 8 月 17 日 10 時から 12 時（7 月 1 日から受付）、10 月 5 日 10 時から 12

時（9 月 2 日から受付） 

■資料代：500 円 

■申込先：事前申込 先着 20 名まで 

■問合せ・申し込み先：認定 NPO 法人 フリースペースたまりば（Tel.044－833－7562） 

 http://www.tamariba.org 

 

●――――――――――――――――――――――――――――――――― 

夢パまつり 2019 

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

■日時：2019 年 7 月 15 日（月・祝）11:00～16:00 

■入場無料・雨天決行 

■場所・主催:川崎市子ども夢パーク（JR 南武線の津田山駅より徒歩５分） 

■詳細は 

 http://www.yumepark.net 

 

●――――――――――――――――――――――――――――――――― 

居場所をつくる－多文化共生時代の福祉を考える― 



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

■日時：7 月 26 日（金）13:30～15:00 

■場所：地球市民かながわプラザ（あーすぷらざ）５F 

■内容：ショートムービー、ゲストトーク 

■参加無料 

■要申込 定員 120 名 045－896－2121 又は gakushu@earthplaza.jp 

■問合せ先 地球市民かながわプラザ（あーすぷらざ）045－896-2121 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 

(4）高齢者福祉・介護の活動  

   

●――――――――――――――――――――――――――――――――― 

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  

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 

(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）  

 

●――――――――――――――――――――――――――――――――― 

映画「道草」上映会 

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

重度の知的障害者が地域で支援者を入れながら一人暮らし(自立生活)をする様子を追いか

けた宍戸大裕（シシドダイスケ）監督によるドキュメンタリーです。 

■日時：2019 年 7 月 16 日（火）19 時～ 

■場所：めぐろパーシモン小ホール 

■入場料／1000 円。（障害者同伴の介助者 1 名・中学生以下無料） 

■詳細は 

 http://8curious.or.jp/「道草」上映会/ 

■チケット申し込みも上記サイトから 

■連絡先 NPO 法人はちくりうす 03－3793-3012 

 

●――――――――――――――――――――――――――――――――― 

とてもわかりやすい成年後見の話 

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

■日時：7 月 31 日（水）14;00～16:00 

■場所：横浜市新羽地域ケアプラザ多目的ホール 

■講師：司法書士 伊藤いずみさん（成年後見センター・リーガルサポート神奈川県支部） 

■定員 50 名（先着順） 

■費用無料 

■申込不要 

■主催：NPO 法人 精神保健を考える会まいんどクラブ 

■問合せ先：まいんどくらぶ事務局 045－533-1575 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

 



 

(8）アート活動（障碍者・地域等との協働等） 

 

●――――――――――――――――――――――――――――――――― 

第 20 回カナガワビエンナーレ 国際児童画展 

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

■日時：7 月 5 日～8 月 25 日 

■場所：地球市民かながわプラザ（あーすぷらざ）３F 

■入場無料 

■問合せ先：地球市民かながわプラザ（あーすぷらざ）045－896-2121 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 

(9）子ども・若者・女性の支援 

 

●――――――――――――――――――――――――――――――――― 

第 60 回ソーシャル・ジャスティス基金(SJF)アドボカシーカフェ 

家族と暮らせない子どもをひとりぼっちにしないために 

―児童養護施設退所者等のサポートを― 

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

【日時】2019 年 7 月 23 日(火)  14:00～16:30 (開場 13:30)  

【会場】新宿区・四谷地域センター 11 階 集会室 2+3 

    東京都新宿区内藤町 87 (丸ノ内線・新宿御苑前駅 徒歩 5 分) 

【参加費】一般 1,000 円/学生 500 円  当日受付にてお支払いください。 

【ゲスト】 

○坪井節子さん（弁護士・NPO 法人カリヨン子どもセンター(2008 年 3 月から社会福祉法

人)の理事長） 

○庄司洋子さん（立教大学名誉教授(福祉社会学・家族社会学)・NPO 法人学生支援ハウス

ようこそ理事） 

【ご案内ページ】 http://socialjustice.jp/p/20190723/ 

【お申し込みページ】 https://socialjustice.jp/20190723.html 

            （事前申込） 

――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 

(12）人権・平和の活動  



 

●――――――――――――――――――――――――――――――――― 

みずら公開講座「SNS とのつきあい方」 

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

■講師：前園真毅さん 

■日時：2019 年 7 月 12 日（金）17:30～ 

■場所：かながわ県民活動サポートセンター305 号室（横浜駅徒歩 5 分） 

■資料代：500 円 

■主催：申込先 NPO 法人かながわ女のスペースみずら（Tel. 045-451-3776 fax 045-

451-6769） 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 

（14）環境・エネルギーの活動  

 

●――――――――――――――――――――――――――――――――― 

高木仁三郎市民科学基金 （高木基金）2018 年度国内枠助成 研究成果発表会のお知らせ 

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

高木基金の目的は、現代の科学技術がもたらす問題や脅威に対して、科学的な考察に裏づけ

られた批判のできる「市民科学者」を育成・支援することです。 

この成果発表会では、2018 年度に高木基金の助成を受けて実施された調査研究の成果を広

く一般のみなさんに報告します。 

http://www.takagifund.org/activity/2019/20190713rrm.html 

 

■日 時 7 月 13 日（土） 10:15 開場 10:20 開会 16:40 頃閉会 

     7 月 14 日（日） 10:15 開場 10:20 開会 16:30 頃閉会 

■場 所 明治大学 和泉校舎 図書館ホール 

 https://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/izumi/access.html 

     〒168-8555 東京都杉並区永福 1-9-1  

      京王線／井の頭線 明大前駅 徒歩 5 分 

■参加費 資料代 1,000 円（学生無料・資料は２日間共通） 

■申込み 準備の都合上、7 月 10 日(水)までに E-mail：info@takagifund.org  

     又は、Fax 03-5539-4961 へお申し込み頂けると助かります。 

     （当日参加も可能です） 

問合せ先 特定非営利活動法人 高木仁三郎市民科学基金 菅波 

     TEL 070-5074-5985 FAX 03-5539-4961  



    URL http://www.takagifund.org 

    E-mail sugenami@takagifund.org  

 

●――――――――――――――――――――――――――――――――― 

フードバンクかながわからの緊急のお願い 食用油が不足してます 

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

フードバンクかながわは個人や団体・企業から消費するには十分安全であるにもかかわら

ず廃棄されてしまう食料の寄贈を受け、支援を必要としている生活困窮者等に非営利団体

を通じて適切に配るフードバンクシステムの確立をめざします。 

フードバンクかながわでは現在、食用油が不足しています。 

賞味期限が 2 か月以上ある、開封されていない食用油のご提供をお願いします。 

ご連絡をお待ちしています。 

■問合せ先 公益社団法人フードバンクかながわ     

 〒236-0051 神奈川県横浜市金沢区富岡東２丁目 4-45 

 ＴＥＬ:045-349-5803/ ＦＡＸ:045-349-5804     

 e-mail：info@fb-kanagawa.com 

 

●――――――――――――――――――――――――――――――――― 

トンボとり大作戦 2019 

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

■日時・場所  

7 月 13 日、28 日、8 月 10 日、25 日、9 月 14 日、29 日、10 月 12 日、27 日（以上 JFE ト

ンボみち） 

7 月 15 日、8 月 24 日、9 月 28 日、10 月 5 日（以上入船公園） 

7 月 26 日、8 月 23 日（キリンビール横浜工場） 

■開催時間 9:00～11:00 

■対象：小中学生と親 

■持ち物 飲料・帽子・タオル等。但し：捕虫網は主催者用意 

■申込不要 

■詳細 http://tomboforum.com 

■問い合わせ：トンボはドコまで飛ぶかフォーラム  

 keihin@tomboforum.com  FAX045-534-7597 

 

●――――――――――――――――――――――――――――――――― 

全国トンボ・市民サミット横浜大会－トンボを通して環境の未来を子どもたちと創造しよ

う！－ 



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

■日時：9 月 7 日、8 日  

■場所：地球市民かながわプラザ（あーすぷらざ）他 

■プログラム：エクスカーション（見学会）（９/7）、本大会(9/8)他 

■詳細は http://tombosummit.org/2019/04/26/yokohama/ 

■問い合わせ：全国トンボ・市民サミット横浜大会実行委員会事務局  

■E-mail：yokohama30@tombosummit.org 

 

●――――――――――――――――――――――――――――――――― 

2019 森林の学校・田畑の学校 

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

■日時：7 月～11 月 

■場所：全国各地 

■詳細：http://blog.canpan.info/juon/ 

■問合せ先：NPO 法人 JUON NETWORK（樹恩ネットワーク）（tel.03-5307-1102） 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 

【さまざまな催し】 

 

●――――――――――――――――――――――――――――――――― 

横濱 JAZZ PROMENADE2019 横浜ジャズクルー募集 

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

■募集期間：6 月 11 日～7 月 31 日 

■日時：横濱 JAZZ PROMENADE10 月 12 日、 13 日 

■詳細：http://jazzpro.jp/ 

■ 問 合 せ 先 ： 横 濱 JAZZ  PROMENADE 実 行 委 員 会  Tel.045-211-1510 E-mail 

crew@jazzpro.jp 

 

●――――――――――――――――――――――――――――――――― 

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】 

 

●――――――――――――――――――――――――――――――――― 

かながわボランタリー活動推進基金 21 協働事業負担金 

令和２年度提案募集 

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

■概要 

地域や社会の課題解決に向け、県と協働して効果的に事業を行っていただく制度です。 

1)一般部門（分野を問いません） 

2)特定課題枠（年度ごとに県が特定の課題を設定します） 

※今回の特定課題は、募集案内をご覧ください。 

■負担金額 

事業に要する経費について年間 1,000 万円を上限に負担金を交付します。 

■交付期間 

原則３年間（年度ごとに審査があります） 

■応募受付期間 

2019 年 6 月 21 日（金）～7 月 24 日（水） 

 

詳細は HP の募集案内をご覧ください。 

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/u3x/cnt/f5258/p27668.html  

 

事前相談も受け付けています。ご希望の場合は、基金事業課までお電話ください 

 

※同基金 21 のボランタリー活動補助金の募集受付期間は 2019 年 9 月 25 日～10 月 25 日 

ボランタリー団体成長支援事業、ボランタリー活動奨励賞の募集受付期間は 2019 年 8 月 1

日～9 月 18 日 

 

■問い合わせ先： 

かながわ県民活動サポートセンター基金事業課 

〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町 2-24-2 かながわ県民センター 8 階 

TEL045-312-1121（内線 2831、2832） 



FAX045-312-4810 

 

●――――――――――――――――――――――――――――――――― 

【NPO 法人イーパーツ】寄贈プログラム公募のご案内（7/20 まで） 

  第 93 回リユース PC 寄贈プログラム 

  第 19 回複合機およびラベルライター寄贈プログラム 

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

NPO 法人イーパーツでは、情報化支援を目的としたパソコンおよび周辺機器の 

寄贈プログラムを行なっています。 

 

本日は、PC、複合機、プリンター、ラベルライターのご案内です。 

この機会にぜひ申請をご検討ください、お待ちしております。 

 

---第 93 回リユース PC 寄贈プログラム（7/20 まで）--- 

 

【公募締切】2019/7/20 

【寄贈内容】 

・ノート型（50 台）、デスクトップ型 PC（50 台） 

・合計 100 台、1 団体様 上限 10 台までご希望いただけます。 

・PC のソフトウェア 

・Windows 10/Office 2010 Home&Business 

（Word2010,Excel2010,PowerPoint2010,Outlook2010,Onenote2010） 

・トレンドマイクロ社 ウィルスバスタークラウド 1 年分 

 

【費  用】 

ノート PC1 台あたり 7,980 円 

デスクチップ PC1 台あたり 6,980 円 

 

【詳細、申込み方法】URL をご参照ください。 

http://www.eparts-jp.org/program/2019/06/93th-koubo.html 

 

---第 19 回複合機およびラベルライター寄贈プログラム（7/20 まで）--- 

 

【公募締切】2019/7/20 

【寄贈内容】 

ブラザー製電話 FAX 付複合機、A4 インクジェット複合機、 



A3 両面対応インクジェットプリンター、モノクロレーザープリンター、 

ラベルライター、など計 64 台です。 

1 団体様 各種類 2 台までご希望いただけます。 

 

【費  用】 

1 台あたり 1,000 円～5,500 円（機種によって異なります） 

 

【詳細、申込み方法】下記 URL をご参照ください。 

http://www.eparts-jp.org/program/2019/06/br19th.html 

 

※同時に複数の寄贈プログラムへ申請の方は、提出書類は一部ずつで結構です。 

ただし送付票は寄贈プログラム毎に提出して下さい。 

 

---問合せ先--- 

認定 NPO 法人イーパーツ 

〒154-0024 

東京都世田谷区三軒茶屋 2-55-8 パレグレイス 501 

TEL：03-5481-7369（PM1～5） / FAX：03-6805-2728 

URL: http://www.eparts-jp.org / E-mail: info@eparts-jp.org 

 

●――――――――――――――――――――――――――――――――― 

トヨタ財団「国内助成プログラム」公募 

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

 

■本年度のテーマ：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

活力ある課題解決の仕組みを通じて―」とし、8 月 19 日（月）から 9 月 30 日（月）まで応

募を受け付けます。 

昨年度に引き続き、地域の実態を明らかにする調査およびその結果を踏まえた事業戦略の

立案に取り組む「しらべる助成」と、多様な主体と共に地域の課題解決の仕組みづくりやそ

の担い手の育成に取り組む「そだてる助成」の 2 つの助成カテゴリーで募集を行います。 

■応募受付期間：2019 年 8 月 19 日（月）から 9 月 30 日（月） 

■詳細は 

 URL：http://www.toyotafound.or.jp 

■問い合わせ先 

公益財団法人トヨタ財団 国内助成プログラム担当 

TEL：03-3344-1701（月～金曜日（祝祭日を除く）10：00～17：00） 



FAX：03-3342-6911 

Email：gp4ca@toyotafound.or.jp 

 

●――――――――――――――――――――――――――――――――― 

2019 年度「国際交流基金地球市民賞」公募 

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

国際文化交流活動を通じて、日本と海外の市民同士の結びつきや連携を深め、互いの知恵や

アイディアを交換し、ともに考える団体を応援します。 

 

■対象となる活動 

１．文化・芸術におる地域づくりの推進 

２．多様な文化の共生の水死因 

３．市民連携・国際相互理解の推進 

■対象となる団体 

・公益性の高い国際文化交流活動を行っている日本国内の団体 

■授賞件数：3 件以内 

■賞内容：正賞（賞状）と副賞（1 件 200 万円） 

■応募締切：・2019 年 8 月 13 日（火） 

■詳細は、下記の応募ガイドライン・応募用紙をご覧ください。 

https://www.jpf.go.jp/j/about/citizen/guideline/ 

■お問い合わせ・送付先 

国際交流基金コミュニケーションセンター地球市民賞事務局 

〒160-0004 

東京都新宿区四谷 4-4-1 

電話：03-5369-6075 ファックス：03-5369-6044 

E メール chikyushimin@jpf.go.jp 

 

●――――――――――――――――――――――――――――――――― 

第 3 回「チャンピオン・オブ・チェンジ」日本大賞 

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

http://www.public.or.jp/champion/index.html 

主催：フィッシュ・ファミリー財団、公益財団法人パブリックリソース財団 

  

この賞は、米国のオバマ前大統領が発案した“Champion of Change” 賞を 

2013 年に受賞したボストン在住の日本女性、 

厚子・東光・フィッシュさんの思いから生まれたもので、 



日本で地域社会に根ざし、頑張っている女性の活動に光を当てることを目的に、 

2017 年に創設されました。 

※第 1 回、第 2 回受賞者のご紹介 http://www.public.or.jp/champion/archive/index.html 

 

◆応募対象 

日本国内で、地域社会における暮らしの質の向上や、 

誰もが安心して暮らせる社会の実現に向けて、 

イノベーティブな発想をもとに活動を今まで続けてこられた 

NPO や社会的企業等の女性リーダーを対象とします。 

※地域で地道な活動を続けている方に光を当て、 

応援することでもっと広くその活動を知っていただくことを目的としているため、 

既に全国的にメジャーな賞を受けた方は、対象外とします。 

 

◆対象者の活動分野 

・社会から疎外されがちな人を、孤独や孤立、排除や摩擦から援護し、社会の構成員として

包み支え合う活動 

・地域社会のもつ様々な資源を掘り起こして活用し、地域に新たな経済循環や雇用を生み出

す活動 

 

◆ご応募方法 

ホームページから所定の推薦用紙をダウンロードし、必要事項をご記入の上、 

公益財団法人パブリックリソース財団「チャンピオン・オブ・チェンジ」日本大賞事務局

（champion@public.or.jp）宛に、7 月 31 日(水)までにご送付ください。 

   ・募集要項 http://www.public.or.jp/champion/recruitment/index.html 

  

◆ご応募締切：2019 年 7 月 31 日（水） 

 

◆選考方法 

外部に選考委員会を設置して厳正な審査を行います。 

 

◆選考基準 

・生活の中から問題を見出す洞察力と事業化する能力 

・現状を打破し、改善するイノベーティブな発想力と行動力 

・自ら動く実行力、継続する計画性 

・変化を創り出し、より良い社会づくりに貢献した実績 

 



◆ 賞の内容 

 大賞（1 名）：賞金 100 万円、ティファニー社製クリスタルボウル 

 入賞者（5 名）：ティファニー社製記念品 

＊入賞者５名の中から１名に副賞として、Japanese Women’s Leadership Initiative より研修

参加権利贈与の可能性があります。 

 

◆お問合せ先 

公益財団法人パブリックリソース財団 

 「チャンピオン・オブ・チェンジ」日本大賞 事務局 山本香苗 

 〒104-0043 東京都中央区湊 2-16-25-202 

 Mail: champion@public.or.jp 

 ＴＥＬ:03-5540-6256 

 ＦＡＸ:03-5540-1030 

 http://www.public.or.jp 

 

●――――――――――――――――――――――――――――――――― 

女性の生業の場づくり・地域づくりを応援～ 

「あい基金」2019 年度助成事業助成先公募 

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

「あい基金」は、女性が自らの意志で人生を選択できる社会をつくることを目指し、2015

年に設立した基金です。 

女性たちが中心となって、資金や資源を持ち寄ることで、地域社会をリードする女性を応援

していく”日本初の女性のための草の根基金”です。 

2016 年より地域で活躍する女性を応援するため助成事業を行っています。 

本年度も東日本大震災の被災地において、女性が中心となって取り組む、女性の生業つくり

や地域づくりの活動を応援します。 

 

■募集期間：2019 年 6 月 27 日～7 月 31 日 

■詳細は 

http://www.public.or.jp/ifund/news/dt_35.html 

 

●――――――――――――――――――――――――――――――――― 

第 25 回 NHK ハート展―詩の募集― 

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

■募集期間：9 月 5 日まで 

■内容：障害のある人が書いた１００字程度の詩を募集。その詩をもとに制作したアート作



品でハート展が開催。 

■詳細：https://www.nhk.or.jp/heart-net/event/art/ 

■問合せ先：NHK 厚生文化事業団「NHK ハート展」係 03－3476-5955 

 

●――――――――――――――――――――――――――――――――― 

2019 年度エクセレント NPO 大賞募集 

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

■募集期間：7 月 1 日～8 月 23 日 

■内容：質の向上をめざし、自己評価を行いながら改善につとめる非営利組織を応援し、そ

の活動が社会に「見える化」をすることを目的とする。応募団体は、応募用紙にそって、自

己評価等を行い、大賞、市民賞、課題解決力賞、組織力賞が選考される。 

■詳細：http://www.excellent-npo.net/ 

■主催・問合せ先：「エクセレント NPO をめざそう市民会議」in 言論 NPO  

   Tel.03-6262-8772 

 

●――――――――――――――――――――――――――――――――― 

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 

 

●――――――――――――――――――――――――――――――――― 

「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 

 

●――――――――――――――――――――――――――――――――― 

『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  

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

【アリスセンターに情報を寄せてくれた団体・ニュースレター一覧】 

  2019 年 6 月～７月初旬に情報やニュースレターを寄せてくれた団体等です。 

 

（特非）地球の木地球の木 

神奈川ワーカーズ・コレクティブ連合会「うえい」 

（特非）神奈川労災職業病センター「かながわ労災職業病」 

（特非）かながわ女のスペースみずら「みずら通信 

（特非）びーのびーの「びーのびーの通信」 

（特非）フリースペースたまりば「たまりば通信」 

（特非）精神保健を考える会まいんどくらぶ「まいんどくらぶ通信」 

よこはまかわを考える会よこはまかわを考える会ニュース 

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」 

女性の家サーラー「サーラ―通信」 

丹沢ブナ党通信「丹沢ブナ党」 

非核市民宣言運動ヨコスカ「たより」 

生活クラブ事業連合生活協同組合連合会「生活と自治」 

（公財）さわやか福祉財団「さあ言おう」 

（一財）大竹財団「地球号の危機ニュースレター」 

（社福）大阪ボランティア協会ボランティア・NPO 推進センター「ウオロ」 

東京ボランティア・市民活動センター「ネットワーク」 

（特非）ぐらす・かわさき「ぐらすレター」 



大和市市民活動センター 拠点やまと「あの手この手」 

藤沢市市民活動推進センター（認定 NPO 法人藤沢市民活動推進機構）「Newsletter」 

茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団「催物ご案内」 

（公財）明るい選挙運動推進協会「Voters」 

狛江市市民生活部地域活性課「わっこ」 

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」 

自治労中央推進委員会「月刊自治研」 

神奈川県高等学校教職員組合「平和かながわ通信」 

（特非）参加型システム研究所「オプティマム」 

仙台市市民活動サポートセンター（NPO 法人せんだい・みやぎ NPO センター）「ぱれっと」 

多賀城市市民活動サポートセンター「tag(たっぐ)」 

きりゅう市民活動推進ネットワーク「ゆい通信」 

府中市市民活動センタープラッツ「koko iko ココイコ」 

淡海ネットワークセンター「おうみネット」 

とよた市民活動センター「つなぐ」 

みえ市民活動ボランティアセンター「READER」 

大阪狭山市市民活動支援センター「NewsletterExpress」 

小山市市民活動センター「ゆいまーる」 

（公財）日本生態系協会 

（公財）京都市景観・まちづくりセンター 

認定 NPO 法人樹恩ネットワーク 

認定 NPO 法人まいおか水と緑の会 

（特非）日本ボランティアコーディネーター協会 

エクセレント NPO をめざそう市民会議 

ＰＥＴボトルリサイクル推進協会 

交通工学研究会 

（特非）ボランタリーネイバーズ 

（公財）かわさき市民活動センター 

鎌倉市市民活動センター（NPO センター鎌倉） 

神奈川県民活動サポートセンターボランタリー活動サポート課 

神奈川県立地球市民かながわプラザ（あーすぷらざ） 

高木仁三郎市民科学基金 

損保ジャパン環境財団（損保ジャパン日本興亜環境財団） 

セブンイレブン記念財団 

日本政策金融公庫国民生活事業部融資企画課 



独立行政法人国民生活センター教育研修部教務課 

神奈川県立かながわ男女共同参画センター（かなテラス） 

（社福）ＮＨＫ厚生文化事業団 

さいたまＮＰＯセンター 

JAZZ PROMENADE 実行委員会 

（公財）パブリックリソース財団 

（公財）ソニー音楽財団 

独立行政法人 国際交流基金 

 

 

●――――――――――――――――――――――――――――――――― 

※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 

 

 

 


