11 月のまちづくりトーク café

12 月のまちづくりトーク café

【延期開催】8 月トーク café の開催日が決まりました！

《お申込み・お問合せ先》
高知市市民活動サポートセンター（担当：松本）
TEL：088-820-1540/MAIL：info@shiminkaigi.org
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★紙面の都合により、必要最低限な情報のみを抜粋しています。詳細につきましては各団体の、ホームページをご
覧いただくか、直接お問い合せ下さい。

県内のさまざまな地域における「生物多様性こう
ち戦略」の行動計画に沿った生物多様性の保全と
持続可能な利用につながる取り組みを募集・表彰
し、県民による生物多様性保全の取り組みを促進
することを目的に開催します。
【応募対象者】
高知県内で生物多様性の保全と持続可能な利用に
資する取り組みを行う個人、団体、学校、事業者、
市町村等
※国及び都道府県による応募は対象外。
【対象とする取り組み】
（１）知る・広める～生物多様性の価値を知り社
会全体で共有する取り組み
（２）つなげる～生物多様性を次世代につなぐ仕
組みと基盤をつくる取り組み
（３）守る～自然環境の保全と回復を図る取り組み
（４）活かす～生物多様性の恵みを活かした地域
産業の持続と活性化の取り組み
【表彰の種類】
（１）こうちプラン大賞（知事表彰）1 組
賞状及び副賞として 5 万円（又は相当品）
（２）優秀賞（知事表彰）3 組
賞状及び副賞として各 2 万円（又は相当品）
（３）奨励賞（知事表彰）1 組
賞状及び記念品
【応募締切】
2021 年 11 月 30 日（火）必着
※詳しくはこちらをご覧ください。
https://ecolabo-kochi.jp/kochi_plan.html
<応募・お問合せ先>
高知県環境活動支援センターえこらぼ
〒780-0935
高知市旭町三丁目 115 番地
こうち男女共同参画センター３階
MAIL：center@ecolabo-kochi.jp
TEL：088-802-7765
FAX：088-802-2205

【助成対象活動】
◎子どもの体験活動
１．自然体験活動
２．科学体験活動
３．交流を目的とする活動
４．社会奉仕体験活動
５．職場体験活動
６．総合・その他の体験活動
◎子どもの読書活動
７．読み聞かせ会、読書会活動
【助成対象団体】
(1)公益社団法人、公益財団法人又は一般社団法人、
一般財団法人
(2)特定非営利活動法人
(3)上記(1)(2)以外の法人格を有する団体
（次に掲げる団体を除く。
）
・国又は地方公共団体
・法律により直接に設立された法人
・特別の法律により特別の設立行為をもって設
立された法人
(4)法人格を有しないが、活動を実施するための体
制が整っていると認められる団体
【助成金額】
全国規模の活動：６００万円
都道府県規模の活動：２００万円
市区町村規模の活動：１００万円
【応募締切】
2021 年～ 11 月 30 日（火） 電子申請
※郵送での申請の場合 11/16（火）まで
※詳しくはこちらをご覧ください
https://yumekikin.niye.go.jp/jyosei/
<応募・お問合せ先>
独立行政法人 国立青少年教育振興機構
子どもゆめ基金部
〒151-0052
東京都渋谷区代々木神園町 3 番 1 号
TEL：03-5790-8117，8118
（子どもゆめ基金）
子どもゆめ基金フリーダイヤル（無料）
TEL：0120-579-081
（平日 9:00～17:45）
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ています。

【助成対象活動】
新たに始める、地域における「ふれあい・助け
合い活動」
～高齢者・子ども・障がい児(者)を含めた地域
ぐるみの助け合い・支え合い活動等。
※既存活動の継続は対象としません
【対象となる活動の時期・期間】
2020 年 10 月 1 日以降に新たに立ち上がった
団体、または既存の団体であっても、従来の活
動に加えて新たに開始した事業。
【団体要件】
ふれあい・助け合い活動団体/グループに限定
～助け合いによる生活支援活動を主たる目的と
する任意団体、NPO 法人、グループ、サー
クルなど。
【支援金額】
上限１５万円まで （１7 団体を目途に助成）
【その他の注意事項】
新規事業の立ち上げ、または、新たな団体立ち
上げのための準備資金に限定
継続的・持続的な活動が期待されるものである
こと
※一過性・単発的な企画（イベント企画等）は
対象となりません。
※前年度にこの助成を受けていないこと
【応募締切】
2021 年 11 月 30 日（火） 必着
受付は、郵送のみ
※詳しくはこちらをご覧ください
https://www.sawayakazaidan.or.jp/informa
tion/news/campa2021-outline/
<応募・お問合せ先>
公益財団法人さわやか福祉財団（立ち上げ支
援プロジェクト）
〒105-0011
東京都港区芝公園２-６-８ 日本女子会館７
階
TEL：03-5470-7751

本賞は、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」することを目的とし

【賞の構成】
(1)大賞
エクセレント NPO 大賞：①賞状、②賞金 50
万円（部門賞賞金 30 万円にプラス）、③毎日新
聞特集記事で紹介
(2)部門賞
市民賞
： ①賞状、②賞金 30 万円
課題解決力賞： ①賞状、②賞金 30 万円
組織力賞
： ①賞状、②賞金 30 万円
(3)チャレンジ賞
コロナ対応チャレンジ賞： ①賞状、②賞金 10
万円
【応募資格】
国内外の社会貢献を目的にした市民による日本
国内の NPO など種々の民間非営利組織。
※法人格の種類や法人格の有無は不問。
自薦・他薦可。
【応募締切】
2021 年 12 月 10 日（金）必着
※詳しくはこちらをご覧ください
http://www.excellent-npo.net/
<応募・お問合せ先>
「エクセレント NPO」をめざそう市民会議
事務局
〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町 3-7-6
LAUNCH 日本橋人形町ビル 5 階
言論 NPO 内
TEL：03-3527-3972
FAX：03-6810-8729
MAIL：enpo@genron-npo.net

【助成対象事業】
◎研修事業
・福祉施設職員の方などを対象としたケース
・地域住民の方などを対象としたケース
◎研究事業
・福祉サービスの向上等を目的とした先駆性ある
事業の実践を通して行われる研究事業
・社会福祉関係者の専門性の向上、現任訓練の方
法や体系、また就労、福利厚生などをテーマと
する調査研究事業
【助成対象団体】
社会福祉法人、福祉施設、福祉団体等（申請は 1
団体、1 事業とします。）
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法人格のない任意団体は、市区町村社会福祉協議
会の推薦が必要です。
【対象経費】
◎研修事業
・福祉サービスの向上等を目的とした先駆性ある
事業の実践を通して行われる研究事業
・社会福祉関係者の専門性の向上、現任訓練の方
法や体系、また就労、福利厚生などをテーマと
する調査研究事業
◎研究事業
研究事業費・調査経費・謝金・原稿料・報告書
作成費

(1) 公益社団法人又は公益財団法人
(2) 県内で活動する特定非営利活動法人
(3) 地球温暖化防止県民会議の会員
(4) 地域の多様な主体から構成された協議会
(5) 非営利の任意団体で規約等が定められており、
継続的な活動が行われている団体

【助成対象期間】
2022 年度（2022 年 4 月から翌年 3 月末）中
に実施される事業

※詳しくはこちらをご覧ください
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/03070
1/2016032300122.html

【助成金額】
1 件（1 団体）あたりの上限額 50 万円
（総額 2,000 万円以内）
※助成対象経費合計の 80％以内かつ 50 万円以
内となります。
【書類提出について】
電子メールにて申請してください

【補助率等】
１団体当たりの補助限度額は上限 20 万円
【募集締切】
2021 年 12 月 27 日（月） 17:00 必着

<応募・お問合せ先>
高知県 林業振興・環境部
自然共生課 共生社会担当
〒780-0850
高知県高知市丸ノ内 1 丁目 7 番 52 号
TEL：088－821-4554
FAX：088－821-4530

【受付期間】
2021 年 11 月 1 日（月）～12 月 15 日（水）
※詳しくはこちらをご覧ください
https://www.nisshasai.jp/fukusijyoseijigyo/j
yoseiyoukou-2022.html
<応募・お問合せ先>
公益財団法人 日本社会福祉弘済会
〒136-0071
東京都江東区亀戸 1-32-8
TEL:03-5858-8125
FAX:03-5858-8126

【目的】
高齢者福祉を目的とする特定非営利活動法人（Ｎ
ＰＯ法人）
、
及びこれに類するボランティア団体等の諸活動を
助成支援することにより、
高齢者福祉の推進及び高齢者の社会貢献活動の活
性化を図ることを目的とします。
【対象者】
高知県内を拠点に、高齢者福祉を目的とした社会
貢献活動等を継続的に行う
特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）
、及びこれに類
するボランティア団体等

『高知県豊かな環境づくり総合支援事業費補助金』
は、環境の保全と創造に関する地域の課題を解決
するために実施する事業を募集します。

【対象事業】
高齢者福祉の推進及び高齢者の社会貢献活動の活
性化を図ることを目的とした次に掲げる活動で、
広く地域に還元されるものを対象とします。

【対象事業】
（１） 地球温暖化への対策
（２） 循環型社会への取組（３Ｒの推進等）
（３） 自然環境を守る取組
（４） 地域資源を活かした産業振興
（５） 環境を守り次世代へつなげるための人材育
成と地域づくり

１．高齢者の生活支援活動
２．ボランティア活動
３．文化活動
４．創作・生産活動
５．地域の支え合いのしくみづくり
６．その他地域の特色を生かした活動で、高齢者
福祉の推進及び高齢者の社会貢献活動の活性化
を目的としたもの
※前年度に助成を受けた団体は対象外です。

【対象者】
高知県内の次のいずれかに該当する団体

【実施期間】
2022 年 4 月 1 日～2023 年 3 月 31 日まで
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【助成金額】
1 団体：上限５０万円（総額３００万円）
【その他】
助成先団体に対し、テレビ、ラジオ、新聞等で取
材・報道をする場合があります。
【受付期間】
2021 年 11 月 1 日（月）～12 月 24 日（金）
※当日必着

＜応募・お問合せ先＞
公益財団法人 杉浦記念財団 事務局
〒474-0011
愛知県大府市横根町新江 62 番地の 1 ス
ギ薬局本社内
TEL：0562-45-2731
FAX：0562-45-2732
MAIL:prize@sugi-zaidan.jp

※詳しくはこちらをご覧ください
https://www.pippikochi.or.jp/informations.c
gi?new_info_id=1561
＜応募・お問合せ先＞
高知県ボランティア・NPO センター
〒780-8567
高知市朝倉戊 375-1
高知県立ふくし交流プラザ４F
TEL：088-850-9100
FAX：088-844-3852

【助成の趣旨】
近所のお年寄りや子どもたちの見守り、ごみの
回収や資源リサイクル活動など、身近な地域や
暮らしの問題に取り組むグループの皆さま、生
活学校に参加してみませんか？
生活学校の趣旨に賛同し、参加を希望する地域
活動団体の募集を行い、当協会から活動経費の
助成を行います。

地域医療を振興し、国民の健康と福祉の向上に優
れた成果をおさめ、住み慣れた地域で安心して、
その人らしく住み続けることを支援する活動を
行った団体・個人の取り組みについて、その主体
者である団体・個人を対象に表彰をいたします。

【対象団体】
（1）及び（2）の両方に該当する団体
（1）身近な地域や暮らしの課題解決に取り組
む地域活動団体
（2）全国の生活学校が連携して行う全国運動
に参加する意向のある団体

【選考対象】
研究者、専門職（医師、歯科医師、看護師、薬剤
師、介護福祉士等）
、その他（自治体、ＮＰＯ、ボ
ランティア等）の方で、全国に波及する可能性を
有する活動を行っている団体・個人。
但し、その活動が現在も継続しているものに限り
ます。

【助成金額】
◎生活学校への参加 ６万円
（初年度３万円、２年目３万円）
◎全国運動への参加 上限５万円
（現在のテーマは「食を通じた子どもの居場所
づくり」）

【褒賞内容】
正賞として記念品を授与するとともに、副賞とし
て褒賞金（上限額 200 万円）を贈呈

【応募締切】
2021 年 12 月 31 日（金）

【褒賞の内容】
正賞として記念品を授与するとともに、副賞とし
て褒賞金（上限 200 万円）を贈呈いたします。
【受給者の義務】
① 2022 年 7 月 14 日（木）開催の授与式へ
出席する。
② 褒賞対象となった活動内容を本財団が作成す
る冊子へ掲載する。
【申込締切】
2021 年 12 月 31 日（金）

※詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.ashita.or.jp/sg2.htm
<応募・お問合せ先>
公益財団法人あしたの日本を創る協会
生活学校募集係
〒113－0033
東京都文京区本郷 2-4-7 大成堂ビル 4 階
TEL：03-6240-0778
FAX：03-6240-0779
MAIL：ashita@ashita.or.jp

※詳しくはこちらをご覧ください。
https://sugi-zaidan.jp/smf/reward-new/
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展覧会はアンパン(アンデパンダン)方式です。
※アンデパンダンとは、審査がなく誰でも自由に
作品を出品できる展覧会のことです

しっかり学べる♪
NPO 法人基礎講座
NPO 法人の概要や、メリットや義務、設立のため
の準備、運営の資金源など学びます。
～次のような方におすすめです～
ＮＰＯ法人って、そもそも何？
ＮＰＯ法人に興味があります
ＮＰＯ法人を設立したいです
高知県内のＮＰＯ法人ってどんなことしてるの？
ＮＰＯ法人の役員ですが、ＮＰＯ法人についても
う少し知りたい
…このような方たち、ぜひお越しください。
◎日時
2021 年 11 月 15 日（月） 18:30～20:30

[観る人]
展示期間
2021/11/19(金)～12/2(木)10:00～18:00
会期中展示風景からご覧になれます
購入したい作品は早い者勝ち。
[買う人]
販売期間
2021/11/26(金)～12/2(木)10:00～18:00
作品は販売期間中に購入できます。
購入作品のお持ち帰りは 12/3(金)以降
＜お申込み・お問合せ先＞
藁工ミュージアム(担当:松本)
〒781-0074
高知市南金田 28 アートゾーン藁工倉庫
TEL＆FAX：088-879-6800
MAIL：info@warakoh.com

◎場所
高知県立ふくし交流プラザ５F 研修室 D
（高知市朝倉戊３７５－１）

潮風のキルト展

◎受講料
１人 500 円

色とりどりのキルト作品とクッションが木漏れ
日かがやく松原にならびます

◎定員
15 名

◎日時
2021 年 11 月 19 日(金)～21 日(日)
10：00～15：00

＜お申込み・お問合せ先＞
高知県ボランティア・NPO センター
（担当：岩本・鳴川）
TEL：088－850－9100
FAX：088－844－3852
MAIL：kvnc@pippikochi.or.jp

◎場所
砂浜美術館（黒潮町・入野松原）
雨天時：ふるさと総合センター
(黒潮町入野 176-2)
◎協力金
300 円(中学生以上)
＜お問合せ先＞
NPO 砂浜美術館事務局
TEL：0880-43-4915

第１回藁工アンパン
アートバザール
アート作品を販売し、購入できるアートバザール
です。
「アートだ！」と思う作品なら、誰でも販売
することができます。作品を買いたい人は展示設
営期間から作品を観ることができます。展示も購
入も早い者勝ち！ご参加お待ちしています。
[売る人]
展示設営
2021/11/19(金)～25(木)10:00～18:00

イスに座って海を見る日
(1)あなたの「イス」をもって砂浜に来てください。
(2)砂浜のスキな場所で海をご覧ください
(3)スタッフが写真を撮りにうかがいます。
(4)その後編集して本にさせてください。
「ほん」ができたら買ってください。
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1 冊 1,000 円です。砂浜でお待ちしています。
◎日時
2021 年 11 月 21 日（日）10:00～17:00

◎参加費
無料

◎場所
砂浜美術館（高知県黒潮町 入野の浜）

◎対象者
小学 3 年生以上（小学生は保護者同伴）

＜お問合せ先＞
NPO 砂浜美術館事務局
TEL：0880-43-4915

◎定員
30 名（応募者多数の場合は抽選）
＜お申込み・お問合せ先＞
NPO 高知市民会議（担当：矢田）
TEL：088-820-1540
FAX：088-820-1665
MAIL：sjp-kochi@shiminkaigi.org

プラスチック汚染！
私たちにできることは？
今、世界中で問題になっているプラスチック汚染。
いつまでも分解されず土壌や海にとどまり、私た
ちの暮らしを脅かそうとしています。
脱プラに向けた望ましい対策や取組み、個人にで
きることなど一緒に学び、実践につなげましょう。
◎日時
2021 年 11 月 21 日（日）13:30～16:00
◎場所
高知市立自由民権記念館 民権ホール
（高知市桟橋通４丁目 14-3）
駐車場あり（60 台）
◎講師
服部 雄一郎さん（香美市在住）
◎参加費
無料
◎申込締切
2021 年 11 月 18 日（木）
＜お申込み・お問合せ先＞
NPO 法人土といのち
TEL：088-832-1752
080-4030-1752(当日連絡先)
MAIL：k-tuchi@sunny.ocn.ne.jp

ビーチクリーンアップ大作戦！
～ウミガメがやってくるビーチを守ろう～
高知県は、国内有数のウミガメの上陸、産卵地の
一つです。ウミガメや海の生きものが住みやすい
場所にするために私たちができることを考えてみ
ましょう！
◎日時
2021 年 11 月 27 日（土）10:00～12：10
◎場所
土佐市新居海岸
（新居観光交流施設「南風」南側）

SDGs を学ぼう
ＳＤＧｓの基本＋高知で実践するＮＰＯの活動を
紹介します。
◎日時
2021 年 12 月 7 日(火)19:00～20:10
◎会場
オンライン(zoom を使用します。)
◎プログラム
◆19：00～19：20
【オープニングトーク】
「SDGs 基本のキ」
講師：一般社団法人 SDGs 市民ネットワーク
事務局長 新田英理子さん
(元日本 NPO センター事務局長)
◆19：20～19：30
【高知県の NPO と SDGs／認定 NPO 法人につ
いて】
高知県ボランティア・NPO センター職員
◆19：30～20：10
【高知で SDGs を実践する 2 団体の活動紹介】
１）認定 NPO 法人四国自然史科学研究センター
２）認定 NPO 法人 BRIDGE(ブリッジ)
◎参加費
無料
◎定員
60 名(先着順)
◎対象者
マイクミュートでご視聴可能な方。
テーマにご興味や関心のある方。
＜お申込み・お問合せ先＞
高知県ボランティア・NPO センター
（担当：武田・岩本）
TEL：088－850－9100
FAX：088－844－3852
MAIL：kvnc@pippikochi.or.jp
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