らびっとにゅうず VOL.292

2021/11/30

期日が近づいています。
【催し】
◆12 月 12 日（日） 14:00&#12316;15:40
あーすぷらざ シンポジウム「共生社会と多様性を考える」
アスリートやアーティストが価値観のバリアを取り払っていく
越智貴雄、キャロット yoshie
Web 予約
（場所）あーすぷらざ２F プラザホール
https://www.earthplaza.jp
【募集】
◆12 月 3 日（金）23:59 必着
積水ハウスマッチングプログラム
子ども基金
環境基金
https://www.sekisuihouse.co.jp/matching/
◆12 月 8 日（水）申込締切
電通育英会（公財）
学生を対象とする次世代リーダー育成活動助成事業
https://www.dentsu-ikueikai.or.jp
◆12 月 16 日（木）申込締切
かなテラス（神奈川県立かながわ男女共同参画センター）
女性のための「新時代のリーダー」育成セミナー
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/x2t/kouza_event/w_leader_2021.html

●―――――――――――――――――――――――――――――――――
【助成・募集・催し】
・ＨＣ財団 2022 年度 住まいとコミュニティづくり活動助成
・FOSC 社会貢献活動支援のための助成
●―――――――――――――――――――――――――――――――――

【助成対象団体募集】
●ＨＣ財団 2022 年度 住まいとコミュニティづくり活動助成公募
「住まいとコミュニティづくり活動助成」は、財団の自主事業として全国の市民の
自発的な住まいづくりやコミュニティの創出、地域づくり活動を一貫して支援してきた
助成プログラムです。29 年間にわたる助成件数は延べ 440 件にのぼります。
令和 4(2022)年度は、今年度と同様に今日の住まいとコミュニティに関する多様な
社会的課題に対応するため、
「コミュニティ活動助成」と「住まい活動助成」の二本立てと
し、それぞれ 10 件程度、合計で 20 件程度に対して助成を行う予定です。
◇コミュニティ活動助成：
地域づくりやコミュニティを基軸にした広範な市民活動に対する助成
◇住まい活動助成
住まいや住宅地、団地、マンションなどを活動対象にして今日の多様な住宅問題に
取り組む活動に対する助成
http://www.hc-zaidan.or.jp/program.html
・助成の概要
◇助成期間
令和 4(2022)年 4 月 1 日（金）&#12316;令和 5(2023)年 3 月 10 日（金）まで
◇助成額
１件あたり 120 万円以内
※助成額は、お申込みいただいた金額通りとならない場合があります。
◇助成の対象となる団体
営利を目的としない民間団体（特定非営利活動法人、法人化されていない任意の団体など）
◇助成の対象となる活動
今日の人口減少社会、少子高齢化社会等を背景にした住まいとコミュニティに関する課題
に取り組む
市民の自発的な地域づくり・住まいづくり活動で、地域住民が主体的に関わっている次に掲
げるもの。
＊社会のニーズに対応した地域活動
＊地域環境の保全と向上
＊地域コミュニティの創造・活性化
＊安心・安全に暮らせる地域の実現
＊その他、豊かな住環境の実現に繋がる活動
・応募の手続き
◇応募要項、申込書様式の入手方法
当財団のホームページよりダウンロードすることができます。
http://www.hc-zaidan.or.jp/program.html

応募要項をよくお読みになり、申込書、ビジュアル資料、参考資料(任意)を同封の上、
令和 4(2022)年 1 月 12 日(水)必着で郵送してください。E-mail、ＦＡＸによる送付はお断
りいたします。
・問い合わせ先
TEL：03-6453-9213（土日祝日を除く 午前 9 時半&#12316;午後 5 時半）
【助成対象団体募集】
●FOSC 社会貢献活動支援のための助成
一般助成
1．パチンコ・パチスロ依存問題の予防と解決に取り組む事業・研究への支援
2．子どもの健全育成と、SDGｓの目標のうち、
「 貧困をなくそう 」
「 すべての人に健 康
と福祉 」「 質の高い教育をみんなに」の実現に資する活動への支援
3．日本国内各地の災害被災者の支援や被災地復興のための支援
特別助成
1．パチンコ・パチスロ依存問題の予防と解決に取り組む研究機関への、研究成果周知に対
する支援
助成対象事業
助成限度額
一般助成 ...助成限度額 1 件 200 万円
特別助成 ...助成限度額 1 件 300 万円
助成条件
1.対象期間
原則として 2022 年 4 月&#12316;2023 年 3 月に展開する事業に対して助成
2.事業費
・申請事業の総事業費は 100 万円以上
・総事業費には申請事業に要する経費のみを計上(申請団体の職員等の人件費、事務所の賃
借料・水道光熱費などの維持経費は含めない)
・申請額は総事業費の 80%以内(総事業費の 20%以上を申請団体が確保する)
・物品購入費、工事・改修費は、それぞれ申請額の 20%以内
申請書送付先〒162-0844 東京都新宿区市谷八幡町 16 市ヶ谷見附ハイム 103
一般社団法人パチンコ・パチスロ社会貢献機構 事務局
TEL : 03-5227-1047
E-Mail : josei-jigyo@posc.or.jp
問い合わせ先 E-Mail:josei-jigyo@posc.or.jp
FAX:03-5227-1049

申請期間 2021 年 11 月 8 日(月)&#12316;2021 年 12 月 10 日(金)15:00 原本及びデータ必
着
●―――――――――――――――――――――――――――――――――
【掲載誌】
（募集・公募などについては該当のところで既報）
今月も様々な情報を寄せていただきました。ありがとうございます。
（団体名、機関誌名、巻号数、発行月、HP の順）
11 月 30 日現在
(あ行)
●(公財)あしたの日本を創る協会
まちむら 155
2021

年

9

月

（

季

刊

「よそ者」のパワー：アニメ聖地巡礼現象に見る新たな地域づくりの可能性
http://www.ashita.or.jp/
●(公財)明るい選挙推進協会
Voters No,64 2021 年 10 月
特集 女性の政治参加をめざして 他
http://www.akaruisenkyo.or.jp/061mag/
●認定 NPO 法人 OurPlanet-TV
OurPlanet-TV メルマガ
小児甲状腺がん患者ら半数「被曝影響」疑う 10/30
東電強制起訴の控訴審始まる 11/5
「リニア新幹線の工事を中止せよ」崩落事故を受け市民団体 11/12
「核燃サイクルをやめろ」MOX 燃料到着で緊急行動 11/19
リニア新幹線でいま何が起きているか？ー現地報告 11/26
http://www.ourplanet-tv.org
●株式会社イータウン
イータウンメールニュース

2021/10/15

イータウンメールニュース

2021/11/17

http://www.e-etown.com/

誌

）

●（社福）大阪ボランティア協会
ウォロ 2021 年 10 11 月 No.539
特集 「寄付で参加」を広げよう
https://www.osakavol.org
●大阪狭山市市民活動センター
News

Letter Express VOL.64 2021 年 9 月

http://osakasayama-sc.jp/
●大竹財団
・地球号の危機 ニュースレター 496 2021 年 10 月
どんぶらこ取材こぼれ話/（英語の「体質」
（上）/カンボジアのお話 トラのはじまり/フラ
ンスの医療機関と高齢者施設で/「衛生パス」が義務化、違反者は停職に
・地球号の危機 ニュースレター 497 2021 年 11 月
どんぶらこ取材こぼれ話/法律と政治家の発信/英語の「体質」口語がまるで別言語（下）/
ナシ売りのおじいさん/原子力発電の是非、来春の大統領選挙の争点に
https://ohdake-foundation.org/category/newsletter/
●メールマガジン『オルタ広場』編集部
メールマガジン『オルタ広場』42 号（通算 214 号）2021.10.20
メールマガジン『オルタ広場』43 号（通算 215 号）2021.11.20
http://c1c.jp/4265/nX6sQL/9641
（か行）
●（一社）霞ヶ浦市民協会
霞ヶ浦 NEWS
http://www.kasumigaura.com/
●神奈川県社会福祉協議会
福祉タイムズ vol.839 2021 年 10 月
特集 コロナ禍における市町村社協の取り組み
http://www.knsyk.jp
●神奈川ネットワーク運動
ローカルパーテイ情報誌 神奈川ネット vol.433 2021 年 10 月
特集 コロナ禍で市民生活に広がる格差

https://kanagawanet.org/
●神奈川労災職業病センター
かながわ労災職業病 10 2021 Oct.
小山さん（旧日立田浦工場）アスベスト裁判勝利判決確定!! 他
https://koshc.org
●かながわ・女のスペース“みずら”
みずら通信 No.377 2021 年 11 月 1 日
相談事例 コロナ禍で夫婦関係、子育て 未来を持った女性たちの迷い
http://www.mizura.jp
●神奈川ワーカーズ・コレクティブ連合会
うぇい vol.279 2021 年 10 月
http://www.wco-kanagawa.gr.jp
●公益財団法人 かわさき市民しきん
メールマガジン 50 号 2021 年 9 月 6 日
http://shimin-shikin.jp
●京都市市民活動総合センター
フリーペーパー hotpot
NEW NORMAL
http://shimin.hitomachi-kyoto.jp
●原発井戸端会議・神奈川
I*do

403 号 2021 年 10 月 15 日

こんなにひどい人権侵害法案が、なぜ内閣提出法案として提案が許されたのか/憲法と国際
人権規約に反する「重要土地調査規制法案」の撤回を求める 他
Email: Xc8h-nkd@asahi-net.or.jp
●独立行政法人 環境再生保全機構
地球環境基金便り no.51 September 2021
特集 生物多様性は、今 他
https://www.erca.go.jp/

●NPO 法人ぐらす・かわさき
ぐらすレター No,152

9.14

http://grassk.org/
●狛江市政策室
わっこ 219 号 2021 年 11 月
Email: wacco@city.komae.lg.jp
(さ行)
●さわやか福祉財団
さあ、言おう vol.339 2021 年 11 月
新しいふれあい社会 実現への道 ３０周年の歩みへのご支援に心から感謝申し上げます
そして、さらなる挑戦へ
https://www.sawayakazaidan.or.jp/library/sa-iou/
https://www.sawayakazaidan.or.jp
●参加型システム研究所
参加システム 137 2021 年 11 月
エッセンシャルワークの視点から経済・社会の再構築を 本田由紀
外国につながる人たちの現状と課題－日本語教育推進法を中心に－ 竹村 雅夫
http://www.systemken.org/index.html
参加型福祉研究センター
オプティマム 38 2021 年 10 月
「あったらいいな」の声を形に―パレット 22 年の実践
●自治研中央推進委員会
月刊自治研 10 月号 vol.63 no.745
特集 コロナ禍で問われる地方自治
月刊自治研 11 月号 vol.63 no.746
特集 再考・介護保険
http://www.jichiro.gr.jp/jichiken/month/index.html
●シーズ・市民活動を支える制度をつくる会
シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 メールマガジン No.379 2021 年 10 月
http://www.npoweb.jp

●JUON NETWORK（樹恩ネットワーク）
No.120 2021/11-2022/1
特集 世界農業遺産
http://juon.or.jp
●生活クラブ事業連合生活協同組合連合会
生活と自治 2021 11

No.631

特集 デジタル化の波に慌てない。ネット社会とこれからの暮らし 他
https://seikatsuclub.coop/seikatsutojichi/
●仙台市市民活動サポートセンター
ぱれっと 11 No.267 号
自分で得た学びを伝え、日本人と外国人の架け橋に
https://sapo-sen.jp/use/support/palette/
●認定 NPO 法人 全国こども食堂支援センター・むすびえ
むすびえ通信
https://musubie.org/
●ソーシャル・ジャスティス基金
SJF メルマガ第 121 号
(2021 年 11 月 17 日配信)。
【SJF ニュース】
・SJF 助成公募第 10 回 審査結果
・SJF 助成発表フォーラム第 10 回 申込受付開始
【助成先ニュース】
・アプロ女性ネット 報告会:第 3 回在日コリアン女性実態調査
～「子育て」
「介護」
「コロナと仕事」を中心に見えたもの～
・
「コロナ禍の刑務所で何が起きていたのか」
監獄人権センター 塩田祐子さん(朝日新聞「論座」11 月 15 日)
【コラム～ソーシャル・ジャスティス雑感～】
自公大勝で変わらぬ民主主義形骸化の危うさ (辻 利夫)
●しみん基金・KOBE メルマガ
URL http://www.stylebuilt.co.jp/kikin/index.php

●（公財）助成財団センター
JFC e-mail newsletter NO.15
2021/09/22
コロナ禍の変革期における助成財団
－同じ目標に向かって協力し合うアライアンスへ向けて－
・助成財団 研究者のための助成金応募ガイド 2021 2021 年 2 月 9 日発行
公募プログラム 1,497 を抽出 定価 3,000 円+税（送料別）
・助成財団 NPO・市民活動のための助成金応募ガイド 2021 2021 年 3 月 23 日発行
公募プログラム 1,076 を抽出 定価 2,545 円+税
・助成団体要覧 2020－民間助成金ガイド 2020 年 2 月 7 日発行
1,501 団体の事業概要を掲載

定価 12,000 円+税

URL：http://www.jfc.or.jp
(た行)
●（認定 NPO 法人）フリースペースたまりば
・かわらばん
http://www.tamariba.org
・たまりば通信 web 版
●多賀城市市民活動センター
Tag(たっぐ)vol.95 2021 autumn
https://www.tagasapo.org/
●丹沢ブナ党
丹沢ブナ通信
http://tanzawabunato.web.fc2.com/
●千葉市民活動支援センター
ちばさぽ通信 Vol.46
2021 年 11 月
千葉市民活動フェスタ 2021 他
https://chiba-npo.net/
●地球の木
地球の木 メールマガジン

【Asian Wind 138 号】 （2021 年 11 月発行）

・設立 30 周年地球の木講座終了のご報告
・第 2 回多文化共生連続セミナーのお知らせ（2022 年 1 月 23 日）
・生活クラブ生協 デポー販売会予定
・地球の木 2022 年カレンダーについて/2018 年の「日経ナショナルジオグラフィック写真
賞」も受賞されている、写真家の三井昌志さんの「セカイのたからもの～私とつながるあな
た の 笑 顔 」 で す 。 / ＜ 購 入 方 法 ＞ 地 球 の 木 ホ ー ム ペ ー ジ か ら ご 注 文 （ http://etree.jp/calender.html）
http://e-tree.jp
●東京ボランティア・市民活動センター
ネットワーク No.374 2021 年 8 月
特集 東京ボランティア/市民活動センター40 周年スペシャル 変わりゆく社会とボランテ
ィア・市民活動 他
https://www.tvac.or.jp/nw/
●とよた市民活動センター
つなぐ

135 号 2021 年 11 月 1 日

突撃となりの団体さん 不登校を考える豊田の会 まちあいしつ 他
http://www.toyota-shiminkatsudo.net/
●トヨタ財団
ジョイント No.37 Oct.2021
特集 ケアと「場」
（な行）
●日本 NPO センター
日本 NPO センターのメールマガジン vol.045 2021/11/25
コラム：25 周年記念式典を開催しました
イベント：市民セクター全国会議 2021
NPO CROSS：企業が負う「人権尊重の責任」&#8212;アムネスティ「ビジネスと人権」入
門セミナーより
NPO CROSS：日本版気候若者会議に参加したら走り出していた話
https://www.jnpoc.ne.jp
●日本フィランソロピー協会 メールマガジン
2021-11-15

＜フィランソロピー始動 30 周年記念フォーラム（全 3 回）＞
第 1 回は、企業等の組織の中での個人の役割について考えます。
フォーラムはすべてオンライン開催・参加費無料（要事前申込）です。
https://www.philanthropy.or.jp/
(は行)
●非核市民宣言運動・ヨコスカ/ヨコスカ平和船団
たより 324 2021 年 10 月
イラク戦争について、兵士に聞いた
市民宣言 HP http://itsuharu-world.la.coocan.jp
平和船団 HP http://heiwasendan.la.coocan.jp
●ひらつか市民活動センター メールマガジン
2021 年 11 月号
情報 BOX 助成金情報
https://www.hiratsuka-shimin.net
●福島市市民活動センター
ふくサポ通信 2021 年晩秋号 vol.99
（にゃんこ隊長が行く！）F-cation サークルホップー子どもたちの居場所を提供し続ける
（福島大学サークル エフケーション）
https://www.f-ssc.jp/
●藤沢市民活動推進機構
F・wave

2021 11 21 年 11 月

特集：企業の取り組む地域貢献のひとつのカタチ
ＮＰＯ ＴＩＰＳ：寄付月間に向けて活用検討したい ＩＴ ツール／なぜなにＮＰＯ
講座・イベントのあんない／支援施設からのお知らせ http://f-npon.jp
●フォーラム 90 実行委員会
FORRUM90 No.179 2021 年 10 月
年末の死刑執行を阻止し 2021 年を執行ゼロの年に！
死刑囚表現展 2021
(ま行)
(や行)

●大和市民活動センター 拠点やまと
あの手この手 172 号 2021 年 11 月 10 日
第 97 回共育セミナー紹介
https://kyodounokyoten.com
https://kyodounokyoten.com/anote_pdf/anotekonote_172.pdf
●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 vol.475
2021 年 10 月 20 日
第 435 トンボとり大作戦 2021 報告会・表彰式
https://ja-jp.facebook.com/yokohamakawanokai/
●横浜市市民協働推進センター
メールマガジン”Civic Times” vol.37 2021 年 11 月
１．センターからのお知らせ/対話＆創造ラボ 2022 参加者募集中/協働トライアルセミナー
2022 参加者募集中
２．イベント情報/「スタディツアー」先の読めない時代にともにソーシャルイノベーショ
ンを起こすために～協働から得られる気づきとは？/横浜市地域福祉保健計画 策定・推進
委員会市民委員を募集します
３．助成金関連情報/2023 年 3 月期エフピコ環境基金/ヨネックススポーツ振興財団助成事
業/住まいとコミュニティづくり活動助成/公益信託 今井記念海外協力基金 国際協力
NGO 助成/ノエビアグリーン財団 2021 年度助成事業
https://kyodo-c.city.yokohama.lg.jp/
(ら行)
●立憲民主党
立憲民主 vol.13 2021.10.15
政策パンフレット 政権政策 2021『変えよう。
』
(わ行)
●和歌山県 NPO サポートセンター
waka aiai vol.110 2021 September
https://www.wakayama-npo.jp

【寄贈冊子・DVD】

●立憲民主党
立憲民主党政策パンフレット
2021 年 10 月 12 日
●電通育英会
（公財）電通育英会 『活動概要』 2021 年
https://www.dentsu-ikueikai.or.jp
●JOI Program Yr.18th Report
JOI プログラム 18 期コーディネーター活動報告
https://www.jpf.go.jp/cgp/
https://www.laurasian.org/joi
●Panasonic NPO/NGO サポートファンド for SDGs
組織基盤強化助成 20 年節目評価レポート
https://www.panasonic.com/jp/corporate/sustainability/citizenship/pnsf/npo_summary.ht
ml
●地球の木 30 周年特集
http://e-tree.jp
――――――――――――――――――――――――――――――――――
※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。
※らびっとにゅうずのバックナンバーは、アリスセンターのＨＰからご覧いただけます。
http://www.alice-center.jp/
※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
●―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇アリスセンターとは
「ボランティア活動や市民活動が広がる市民社会を作りたい！」―
アリスセンターはそんな願いを持ち続けながら 30 年以上、活動を続けてきました。
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/
●―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇入会のご案内―正会員・準会員・賛助会員を募集しています－
アリスセンターは、個人や団体の会員に支えられて運営されています。
是非会員となって頂き、市民活動の支援をお願い致します。
すべての会員の方にアリスセンターのメルマガの配信、定期刊行物を送付いたします。
〇正会員

入会金 2,000 円

会費 1 口 10,000 円以上(1 口以上)

総会での議決権・メルマガの配信・セミナーや発行物等の割引等
〇準会員

入会金 1,000 円

会費 5,000 円

アリスセンターの運営に参加する個人または団体。
アリスセンターのメルマガの配信、定期刊行物の送付
〇賛助会員 入会金 2,000 円

会費 1 口 30,000 円以上(1 口以上)

アリスセンターの運営を賛助する個人または団体
アリスセンターのメルマガの配信、定期刊行物の送付
入会ご希望の方は、アリスセンター事務局（office@alice-center.jp）へご連絡ください。
後日、事務局からご連絡させていただきます。
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