らびっとにゅうず VOL.291

2021/10/9

今回の「にゅうず」は新着情報のみ。「頼り合える社会づくり通信」は隔月刊となりま
す。
１ 【見落としがちな大切な取組み・催し】
【募集】
（シンポジウム・セミナー・講座等）
【新情報】NPO 法人 暮らしつながる森里川海
▼みんなでつくる浜口哲一 自然観察の路(みち)11 月 21 日(日)9:00～15:00
▼くるみの森の生き物広場づくり 12 月 5 日(土)9:00～14:00
▼三森先生のビオトープ講座 12 月 12 日(日)9:00～14:00
【新情報】第 35 回伊方集会

伊方集会で再稼働 NO を！（10/24）

【新情報】
（公財）かながわ国際交流財団 多文化対応向上講座 実践編（9 月 28 日）
【新情報】フィランソロピー始動 30 周年記念シリーズ
フィランソロピー協会始動 30 周年を記念して、シンポジウムとフォーラムを開催
【新情報】日本 NPO センター
「市民セクター全国会議 2021 変容する社会と市民活動の広がり」（11/26、27）
【相談】
【新情報】一般社団法人インクルージョンネットかながわ
「かながわ女性の不安・困りごと相談室（かながわ女性相談室）
」開設 8 月 26 日から
（署名・賛同・動画/写真）
（コンクール・顕彰）
(物品寄付・募金・寄贈)
（スタッフ）
２ 【助成金】
（組織基盤強化・人材育成）
（コミュニティ）
【新情報】日本郵便株式会社
2022 年度「日本郵便年賀寄付金配分団体」の公募（締切 11/5）
【新情報】中央労働金庫
2022 年度「カナエルチカラ」助成～生きるたのしみ、働くよろこび～（締切 10/31）
【新情報】一般財団法人デロイト トーマツ ウェルビーイング財団
「コレクティブ・インパクトによる社会課題解決の推進」助成事業（10/29 締切）
【新情報】公益財団法人キリン福祉財団
令和４年度「キリン･福祉のちから開拓事業」公募助成（締切 10/31）
令和４年度「キリン･地域のちから応援事業」公募助成（締切 10/31）

（子ども・若者・女性）
【新情報】独立行政法人国立青少年振興機構
「子どもゆめ基金」
（郵送申請；締切 11/16）（電子申請：締切 11/30）
【新情報】子ども未来応援国民運動 「子ども未来応援基金」
（締切 10/4）
（環 境）
【新情報】
（一財）セブン―イレブン記念財団
2022 年度「環境市民活動助成」
（締切 10/10）
（締切 10/31）
【掲載紙】
【寄贈冊子】
１ 【見落としがちな大切な取組み・催し】
【募 集】
（集会・シンポジウム・セミナー・講座・相談等）
◆―――――――――――――――――――――――――――――――――
【新情報】NPO 法人 暮らしつながる森里川海
▼みんなでつくる浜口哲一 自然観察の路(みち)
日時：11 月 21 日(日)9:00～15:00
場所：相模リバーセンター 集合 ※昼食持参
▼くるみの森の生き物広場づくり
日時：12 月 5 日(土)9:00～14:00
場所：馬入水辺の楽校 風車前集合 ※昼食持参
▼三森先生のビオトープ講座
日時：12 月 12 日(日)9:00～14:00
場所：馬入水辺の楽校 風車前集合 ※昼食持参
問合せ：NPO 法人 暮らしつながる森里川海
https://shonanikimonogakkou.wordpress.com/
https://www.hiratsuka-shimin.net/?p=16214
◆―――――――――――――――――――――――――――――――――
【新情報】
第 35 回伊方集会 伊方集会で再稼働 NO を！（10/24）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
（日時）2021 年 10 月 24 日（日）10 時から
（場所）伊方原発ゲート前集合
（内容）伊方原発ゲート前の抗議活動アピール、四国電への申し入れ

（主催）
原発さよなら四国ネットワーク
https://gensayo4koku.jimdofree.com/
◆―――――――――――――――――――――――――――――――――
【新情報】
（公財）かながわ国際交流財団
●多文化対応向上講座 実践編（9 月 28 日）
（チラシ）
https://www.kifjp.org/wp-new/wp-content/uploads/2021/08/2021tabunkakouza02.pdf
https://www.kifjp.org/wp-new/wpcontent/uploads/2021/08/2021tabunkakouza02.pdf#page=2
―――――――――――――――――――――――――――――――――
日時 2021 年 9 月 28 日（火）18：30～20：30
形式 オンライン（ZOOM）
申込締切 2021 年 9 月 24 日（金）
問合せ先
問い合わせ 公益財団法人かながわ国際交流財団（野呂田・清水）
tel.045-620-0011／E-mail：tabunkares@kifjp.org
URL：https://www.kifjp.org/2021tabunkakouza02
◆―――――――――――――――――――――――――――――――――
【新情報】＜フィランソロピー始動 30 周年記念シリーズ＞
●フィランソロピー協会始動 30 周年を記念して、シンポジウムとフォーラムを開催
（全４回、オンライン開催・参加費無料（要事前申込）
）
◆―――――――――――――――――――――――――――――――――
◆記念シンポジウム
・日時：2021 年 10 月 21 日（木）14:00～17:00
◆記念フォーラム１
・日時：2021 年 11 月 17 日（水）15:00～17:00
◆記念フォーラム２
・日時：2021 年 12 月 16 日（木）15:00～17:00
◆記念フォーラム３
・日時：2022 年 1 月 20 日（木）15:00～17:00
・詳細／お申し込み：https://www.philanthropy.or.jp/30ans
◆―――――――――――――――――――――――――――――――――
【新情報】日本 NPO センター

「市民セクター全国会議 2021 変容する社会と市民活動の広がり」（11/26、27）
オンライン＋特設会場（上越・仙台・大牟田）にて開催
https://www.jnpoc.ne.jp/ss2021/
◆―――――――――――――――――――――――――――――――――
■開催概要
・日時：2021 年 11 月 26 日(金)17:45-19:15
2021 年 11 月 27 日(土)10:30-18:30
・会場：オンライン Zoom
参加方法についてはお申し込みいただいた方にご連絡いたします。
・参加費：
【非会員】3,000 円
【日本 NPO センター正会員】2,000 円（クーポンコード必須）
インクルージョンネットかながわの川崎です。
【相談】
◆―――――――――――――――――――――――――――――――――
【新情報】一般社団法人インクルージョンネットかながわ
「かながわ女性の不安・困りごと相談室（かながわ女性相談室）
」開設 8 月 26 日から
―――――――――――――――――――――――――――――――――
神奈川県からの委託事業で、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で仕事が減り
生活が苦しい、外出自粛で社会とのつながりが持てないなど、不安や生活上の課題を抱える
県内女性を支援するための事業。
◆ かながわ女性の不安・困りごと相談室（かながわ女性相談室）
相談室の住所：鎌倉市大船１－23－19 秀和第５ビル３階Ｂ （インクルージョン
ネットかながわ内）
相談室の開設：令和３年８月２６日（木曜日）から （毎週月曜日から金曜日 ８
時 30 分から 17 時 15 分まで）
オープン時間内で面接、電話、メール相談を受け付けます。
※面接は原則予約制となります。
電 話：０467－46－2110
メール：kanagawa@inclusion-net.j
インクルのホームーページでもご案内しています。
http://inclkanagawa.net/

――――――――――――――――――――――――――――――――――
２ 【助成金】

（組織基盤強化）
（コミュニティ）
◆―――――――――――――――――――――――――――――――――
【新情報】公益財団法人トヨタ財団
特定課題「外国人材の受け入れと日本社会」11/20 締切
https://www.toyotafound.or.jp/special/2021/migration.html
9/17 オンライン説明会
―――――――――――――――――――――――――――――――――
外国人受け入れの総合的な仕組み構築への寄与が期待できる調査・研究・実践に対して助成
◆―――――――――――――――――――――――――――――――――
【新情報】日本郵便株式会社
2022 年度「日本郵便年賀寄付金配分団体」の公募（締切 11/5）
https://www.post.japanpost.jp/kifu/nenga/applications/applications.pdf
-------------------------------------------------------------------2022 年度日本郵便年賀寄付金の配分においても、2021 年度に引き続き、東日本大震災など
の 被災者救助や、新型コロナウイルス感染症の予防などの、特別枠を設定。
◆―――――――――――――――――――――――――――――――――
【新情報】中央労働金庫
2022 年度「カナエルチカラ」助成～生きるたのしみ、働くよろこび～（締切 10/31）
https://chuo.rokin.com/about/csr/josei/youkou.html
◆―――――――――――――――――――――――――――――――――
【新情報】一般財団法人デロイト トーマツ ウェルビーイング財団
「コレクティブ・インパクトによる社会課題解決の推進」助成事業（10/29 締切）
詳細・申込⇒ https://deloi.tt/3jDcDB8
―――――――――――――――――――――――――――――――――
◆―――――――――――――――――――――――――――――――――
【新情報】公益財団法人キリン福祉財団
令和４年度「キリン･福祉のちから開拓事業」公募助成（締切 10/31）
令和４年度「キリン･地域のちから応援事業」公募助成（締切 10/31）
詳細は、公益財団法人 キリン福祉財団 (kirinholdings.com)
―――――――――――――――――――――――――――――――――
「キリン･福祉のちから開拓事業」は、全国や広域（複数の都道府県）取組みが対象

「キリン･地域のちから応援事業」は、地域内（一つの都道府県内）取組みが対象
（子ども・若者・女性）
◆―――――――――――――――――――――――――――――――――
【新情報】独立行政法人国立青少年振興機構
「子どもゆめ基金」
（郵送申請；締切 11/16）（電子申請：締切 11/30）
https://yumekikin.niye.go.jp/
-------------------------------------------------------------------子どもの健全な育成を図ることを目的に、令和４年４月１日以降に開始し、令和５年３月３
１日までに終了する、子どもを対象とする体験活動や読書活動やその活動を支援する活動
に対する助成。
◆―――――――――――――――――――――――――――――――――
【新情報】子ども未来応援国民運動
「子ども未来応援基金」
（締切 10/4）
https://www.wam.go.jp/hp/miraiouen6th/
-------------------------------------------------------------------助成対象 学びの支援、居場所の提供・相談支援、衣食住などの生活支援、子供または保護
者の就労支援、児童養護施設等の退所者等や里親・特別養子縁組に関する支援
（環 境）
◆―――――――――――――――――――――――――――――――――
【新情報】
（一財）セブン―イレブン記念財団
2022 年度「環境市民活動助成」
（締切 10/10）
（締切 10/31）
-------------------------------------------------------------------１ 地域美化助成（締切 10 月 10 日）
２ 活動助成・NPO 基盤強化助成（締切 10 月３１日）
詳細については、https://www.7midori.org/josei/
【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）
9 月 22 日現在
(あ行)
●(公財)明るい選挙推進協会
Voters No,63
2021 年 8 月

特集 当事者意識と社会参加

他

http://www.akaruisenkyo.or.jp/061mag/
認定 NPO 法人 OurPlanet-TV
OurPlanet-TV メルマガ 2021.8.20,8.27,9.3.9.17
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

2021/９/18

http://www.e-etown.com/
●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 495
2021 年 9 月
(アメリカ便り)
隣り合う裕福な街と貧しい街
―シリコンバレー化が迫るサンフランシスコ地域社会他
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』40 号（通算 21２号）2021.8.20
メールマガジン『オルタ広場』41 号（通算 213 号）2021.9.20
http://c1c.jp/4265/nX6sQL/9641
（か行）
●（一社）霞ヶ浦市民協会
霞ヶ浦 NEWS No.211 Jun～Jul 2021
霞ヶ浦と芸術文化他
http://www.kasumigaura.com/
●神奈川県社会福祉協議会
福祉タイムズ vol.837
2021 年 8 月
特集 関係者が集い、熱意を語る場としてーこれまでの拠点での歴史を踏まえてー
神奈川県社会福祉センターのご案内
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.431
2021 年 8 月
特集 持続可能な食糧システムへの転換を
https://kanagawanet.org/
●神奈川労災職業病センター
かながわ労災職業病８ 2021

August

2021 年 ８月
「知る」
「聴く」
「動く」の 3 ステップで学ぶ過労死

他

https://koshc.org
●かながわ・女のスペース“みずら”
みずら通信 No.375
2021 年 9 月 1 日
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.277
2021 年 8 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
●原発井戸端会議・神奈川
I*do

401 号

2021 年 8 月 15 日
福島第一原発事故による放射能汚染水の海洋放出のことを考えてみよう
みんなの放射能測定室 「てとてと」三田常義
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
2021.9.14
「クラウドかわさき」？今後のぐらすのあり方を模索中
http://grassk.org/

●狛江市政策室
わっこ 216 号
2021 年 8 月
わっこ 217 号
2021 年 9 月
Email: wacco@city.komae.lg.jp
(さ行)
●さわやか福祉財団
さあ、言おう vol.336
2021 年８月
https://www.sawayakazaidan.or.jp
●参加型システム研究所
参加システム 136
2021 年 ９ 月
＜紙上討議＞未完の地方分権改革、その概要と限界

上林得郎 他

http://www.systemken.org/index.html
●自治研中央推進委員会
月刊自治研８vol.63 no.744
2021 年 9 月
特集 GIGA スクール構想の真実
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
メールマガジン No.375
2021 年 ９月 13 日
新型コロナ対応 政府支援策アップデート
http://www.npoweb.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 ９

No.629

2020 年９月
特集 「SDGｓ」って何？

人権、平和、地球が持続する社会を 他

https://seikatsuclub.coop/seikatsutojichi/
●仙台市市民活動サポートセンター
ぱれっと 9 No.265 号
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 8.23
https://musubie.org/
●ソーシャル・ジャスティス基金
SJF メルマガ第 119 号
(2021 年 9 月 15 日配信)。
●報告:『―共に生きる―ソーシャル・ジャスティス 連携フォーラム 2021』
http://www.socialjustice.jp/
●しみん基金・KOBE メルマガ
第 55 号 8/21/2021
Mail kikin@stylebuilt.co.jp
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－
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９月
http://www.tamariba.org
●たまりば通信 web 版
vol.4 2021 年 8 月号
●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 2021 年 7 月 No.191
ゆっくり丹沢を見て歩こう！
http://tanzawabunato.web.fc2.com/
●千葉市民活動支援センター
ちばさぽ通信 Vol.45
2021 年 ９月
市民活動が地域の「安心」を支える 他
https://chiba-npo.net/

●東京ボランティア・市民活動センター
ネットワーク No.373 2021 年
2021 年 8 月
特集 若者に寄り添う市民活動 2
「ヤングケアラー」を考える 他
https://www.tvac.or.jp/nw/
●とよた市民活動センター
つなぐ

13４号

2021 年 9 月 1 日
とよた市民活動センター設立 20 周年記念
縁 JoY 市民活動フェスタ

他

http://www.toyota-shiminkatsudo.net/
（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.042 2021/8/26
http://www.jnpoc.ne.jp/?page_id=603
●日本フィランソロピー協会 メールマガジン
2021-９-1 9.15
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 322
2021 年 8 月
米国の「ＩＮＦ全廃条約」脱退と対中国ミサイル網計画。
あらためて、横須賀の「中距離ミサイル問題」を考える 他
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 9 月 11 日
https://www.hiratsuka-shimin.net
●福島市市民活動センター
ふくサポ通信 2021 年初秋号 vol.98
https://www.f-ssc.jp/
●藤沢市民活動推進機構
F・wave

2021 9

21 年 9 月
特集 つながりのづくりの畑

協働事業の現場から 他

http://f-npon.jp
(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 169 号
2021 年 8 月 10 日
https://kyodounokyoten.com
https://kyodounokyoten.com/anote_pdf/anotekonote_169.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.473
2021 年 8 月 6 日
第 433 回定例研究会新井卓『横浜とアート～戦後 75 年より視えたアートの力をもみほぐ
す』他
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.32
2021 年 9 月 13 日
https://kyodo-c.city.yokohama.lg.jp/
(ら行)
●立憲民主党
立憲民主 vol.10 2021.8.20
2021 年 8 月
03-6811-2301
(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
立憲民主党国会レポート
2021 年９月
03-6811-2880
●（公財）さわやか福祉財団

令和２年度年次報告書
https://www.sawayakazaidan.or.jp
●（特非）コミュニティビジネスサポートセンター
コミュニティビジネス事例集 DVD
https://cb-s.net/
――――――――――――――――――――――――――――――――――
※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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