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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。

鳥取、島根、香川、徳島、高知、愛媛の各府県。
【内容】
緊急を要する活動費助成、もしくは事業（プロ
ジェクト）助成。
事業終了後は必ず事業報告書を提出していただ
きます。
高知市を住みよいまち、豊かな地域社会にする為
に行う市民の自主的な「まちづくり」活動を応援
します。チャレンジしてみたい方ご応募おまちし
ています！
【募集期間】2021 年 12 月 20 日（月）迄
身近なまちづくり活動に取り組むにあたって事
前学習会、企画の準備、計画等に対し助成しま
す。
【事業実施期間】
2022 年 2 月２８日(月)までに実施する事業

【助成金額】
上限 3 万円
【応募資格】
高知市内に活動拠点があり、3 名以上のグルー
プであること。そのうち 1/3 以上が市内在住、
または在勤、在学であること。
※詳しくはこちらをご覧ください。
https://kochi-machifun.org/

◎下記の項目にあてはまる団体は助成対象にはな
りません。
＊機器や設備の助成は対象となりません。
１．過去３年間に同助成金を受けた団体
２．個人、公共団体
３．申請内容と同じ物で、他の団体からも助成が
あるもの
４．すでに事業が終了、もしくはプロジェクトが
完了しているもの
【助成金額】
１団体につき 50 万円以内
（総額 200 万円以内）
【受付期間】
～ 2021 年 12 月 17 日（金） 必着
※詳しくはこちらをご覧ください
https://www.mainichi.co.jp/osaka_shakaijig
yo/
<応募・お問合せ先>
公益財団法人毎日新聞大阪社会事業団
〒530-8251

<応募・お問合せ先>
高知市市民活動サポートセンター

大阪市北区梅田 3-4-5
TEL：06-6346-1180
FAX：06-6346-8681

〒780-0862

高知市鷹匠町 2-1-43
高知市たかじょう庁舎２階
TEL：088-820-1540
MAIL：info@shiminkaigi.org

毎日新聞読者らから寄せられた「歳末たすけあい
運動」の歳末義援金や、
「チャリティー名士寄贈書
画工芸作品入札会」の収益などをもとに、地域で
福祉活動に取り組む民間団体や施設などに資金助
成する制度です。
【助成対象団体】
児童福祉、障害者福祉、高齢者福祉、医療福祉
などを行う民間団体
【対象地域】
富山、石川、福井、愛知、岐阜、三重、和歌山、
滋賀、奈良、京都、大阪、兵庫、岡山、広島、

ポストコロナの社会を切り拓く、きらりと光る
サービスを募集します。
いま、サービス産業はコロナ禍の影響を大きく受
けています。これまでになかった社会的要請。め
まぐるしい技術革新。多様化・複雑化する顧客の
期待。そして、変わらない大切な思い。
これからの日本を輝かせ、そして豊かにしてくれ
るような、あなたのサービスの魅力や創意工夫を、
私たちに教えてください。
そうした「知」を共有し、活用することで、人を
笑顔に、地域を元気に、社会を豊かにしていきた
い。それがこの賞の思いです。
【表彰対象】
「革新的な優れたサービス」
サービスの高度化と産業の発展を先導する、き
らりと光る新しい価値を提供しているサービス
や、これまでになかった新しいやり方を実現し
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ているサービスが対象です。
【応募対象】
日本国内に拠点を置く事業者であれば、業種や、
事業の営利・非営利（NPO 等）の形態を問いま
せん。
【応募対象サービス】
・本賞の応募時点で実際に提供しているものに限
ります。
・行政サービスは応募できません。なお、サービ
スの対価を一切受け取らないものは、行政サー
ビスと同様に対象外となります。
・同一事業者から複数のサービスについて応募可
能です。
・過去に応募したことのあるサービスでも応募可
能です。
【応募方法】
応募フォーマットのダウンロードおよび応募登
録は、
「日本サービス大賞」ホームページ「応募
要領」内の専用ページから行います

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。
【実施期間】
2022 年 4 月 1 日～2023 年 3 月 31 日まで
【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】
～12 月 24 日（金）※当日必着
※詳しくはこちらをご覧ください
https://www.pippikochi.or.jp/informations
.cgi?new_info_id=1561

【受付期間】
～12 月 20 日(月) 15 時まで

＜応募・お問合せ先＞
高知県ボランティア・NPO センター

※詳しくはこちらをご覧ください。
https://service-award.jp/

〒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

<応募・お問合せ先>
公益財団法人日本生産性本部
サービス産業生産性協議会（SPRING）
「日本サービス大賞」事務局
〒102-8643

東京都千代田区平河町 2-13-12
MAIL：service-award@jpc-net.jp
TEL：03-3511-4010
地域で、人と人、人と社会がつながり、一人ひと
りが生きがいや役割をもち、支え合いながら暮ら
していくことができる社会の実現に向けた地域福
祉活動を推進する活動に助成します。
【目的】
高齢者福祉を目的とする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
【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。

【助成対象団体・施設】
・任意の福祉団体（県及び市町村もしくは所在
地の市町村社会福祉協議会の推薦が必要です）
・社会福祉の向上を図るために設立された、公
益法人、NPO 法人など
・高齢者、障害児・者、児童関係の福祉施設・
団体など
【助成対象事業】
１．高齢者を対象とする生きがいづくり・自立促
進のための事業、在宅介護者等の交流・リフレッ
シュ事業等
２．障害者を対象とする生きがいづくり・自立促
進のための事業、在宅介護者等の研修・交流・
リフレッシュ事業等
３．児童及びひとり親家庭等を対象とする研修・
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交流事業、児童の健全育成を促進するための事
業等
４．その他地域福祉の推進に必要と認められる事
業
【助成金額】
総額 1,000 万円（予定）
＊高齢者・障害者を対象とする生きがいづくり・
自立促進のための事業/150,000 円
＊高齢者・障害者を対象とする研修・啓発等にあ
たる事業、児童及びひとり親家庭等を対象とす
る事業/300,000 円
＊その他地域福祉の推進に該当する事業
/300,000 円
＊備品購入整備事業/500,000 円（50,000 円を
超える備品は見積書の添付が必要）
【受付期間】
～2021 年 12 月 24 日（金）当日消印有効
※詳しくはこちらをご覧ください

【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。
【受付期間】
～2021 年 12 月 31 日（金）
※詳しくはこちらをご覧ください。
https://sugi-zaidan.jp/smf/reward-new/
＜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

https://www.kochiken-shakyo.or.jp/functio
n-volunteer-3/fukushi-katsudou-shienkiki
n
＜応募・お問合せ先＞
社会福祉法人高知県社会福祉協議会
地域・生活支援課

【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。

〒780-8567

高知県高知市朝倉戊 375-1
県立ふくし交流プラザ４F
TEL：088-844-9019
FAX：088-844-3852

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。
【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。
【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
【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。

【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
【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」）
【受付期間】
～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
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<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
MAIL：ashita@ashita.or.jp

【助成対象団体】
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）
。
【助成対象活動】
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。
【活動内容】
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
【活動種類】
☆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
【助成金額】
1 件あたり 120 万円以内
【選考団体数】
コミュニティ活動助成 10 件程度
住まい活動助成 10 件程度
【受付期間】
～2022 年 1 月 12 日（水） 必着
※詳しくはこちらをご覧ください
http://www.hc-zaidan.or.jp/program.html
<応募・お問合せ先>
一般財団法人
ハウジングアンドコミュニティ財団

NPO 高知市民会議は 2020 年に 20 周年を迎
えました。
記念事業の一環として、高知県内で活動する社
会貢献団体の活動を資金面から支援することを
目的としたアワードを創設しました。
「こうち NPO アワード」を通じて、
「社会を変
える市民のチカラ」が満ち溢れる市民社会の実
現を目指します。
【部 門】
☆こうち NPO アワード [総額 40 万円]
テーマ「つながるチカラ」
テーマに沿ったこれまでの実績を顕彰します。
対象：高知県内を拠点に 3 年以上の活動実績
がある非営利の団体
（法人格の有無は問いません）
☆ワカモノ未来賞 [総額 10 万円]
1 年以内に実施しようと考えている企画を応
援します。
対象：高知県内を拠点に 29 歳以下の若者が
中心となる、活動実績が 3 年未満の個人
もしくは団体
【選考方法】
公開プレゼンテーションを実施し、選考しま
す。
［公開プレゼンテーション］
開催日：2022 年 2 月 26 日（土）13:00
※実施会場、発表順、方法等については、応募
締め切り後にお伝えします。
【応募締切】
2022 年 1 月 31 日（月）17:00 必着
※詳しくはこちらをご覧ください。
https://shiminkaigi.org/
<応募・お問合せ先>
認定 NPO 法人 NPO 高知市民会議
〒780-0862 高知市鷹匠町 2-1-43
高知市たかじょう庁舎 2 階
TEL：088-820-1540
FAX：088-820-1665

〒105-0014

東京都港区芝 2-31-19
TEL：03-6453-9213
FAX：03-6453-9214
5 ／サポセン 12 月号

【連続講座】子育て交流会
子育て応援活動を行っている人集まれ！
高知県内で子育て応援活動を行っている方同士が
お互いに知り合い、情報交換を行う「子育て交流
会」を開催します。
日頃、なんとなく知っている個人や団体同士がこ
の会を通じてもっと知り合い、つながりましょう。

◎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。

◎講師
第 1 回 山崎勇人さん
「地域をつなごう！おもいやりの魔法で！」
第 2 回 中市真帆さん
「地域の中で、子どもの育ちをともに考える」
◆コーディネーター：井上琢己さん
（高知放送アナウンサー）
◎会場
こうち男女共同参画センターソーレ
（高知市旭町３丁目 115 番地）
◎対象
子育て応援活動を行っている方
＜お申込み・お問合せ先＞
認定特定非営利活動法人
NPO 高知市民会議（担当：田中）
TEL：090-8694-3866
MAIL：tumusapo@shiminkaigi.org

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

◎プログラム
◆19：00～19：20
【オープニングトーク】
「SDGs 基本のキ」

◎参加費
無料
◎定員
60 名(先着順)

◎日程
第１回：2021 年 12 月 3 日（金）
第２回：2022 年 1 月 21 日（金）
両日とも 13：30～15：30

◎会場
オンライン(zoom を使用します。)

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)

＜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

江ノ口川流域の
歴史文化環境に学ぶ
子どもたちに自然環境の素晴らしさや大切さを伝
えるために主に鏡川をフィールドに活動している
宮崎晃氏を講師に招き、江ノ口川の生態系につい
てお話していただきます。
◎テーマ
令和３年江ノ口川の生態系に学ぶ
◎日時
2021 年 12 月 11 日（土）
18：00～20：45
◎会場
龍馬の生まれたまち記念館
（高知市上町２丁目 6-33）
※駐車場はありませんので公共交通などをご利
用ください。
◎講師
宮﨑 晃氏（川の生物ウオッチャー・写真家）
◎参加料
1,000 円
＜お申込み・お問合せ先＞
33 フォーラム
TEL：080-5662-7741
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【講演】衣類や寝具を見直そう

～持続可能な衣類、寝具とは?～
『暮らしの「衣」を考える』
今日の大量消費社会では、安価な衣類・寝具を
つくる際に体に有害な化学合成薬剤が使われて
いることが多く、実際にアレルギー被害に悩ん
でいる消費者が多くいます。
「衣」の生産・消費のありかたが大きな見直し
を迫られる中、世界的に注目されているのが、
オーガニックなものづくりです。
◎日時
2021 年 12 月 12 日（日）14:00～16:00
◎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
山岡 弘章さん
（株式会社ハート 代表取締役社長）
◎参加費：無料
◎申込締切
2021 年 12 月 9 日（木）※当日申込も可
＜お申込み・お問合せ先＞
NPO 法人土といのち
TEL：088-832-1752
090-4030-1752(当日申込先)
MAIL：k-tuchi@sunny.ocn.ne.jp

冬のブルーサンタ 2021
in 本宮川
青いサンタになって、みんなで楽しくホタルの川
本宮川のゴミ拾いをする環境イベントを高知市
旭西南部を流れる本宮川で行います。ホタルの川
には、ゴミは似合わない。クリスマス・お正月の
前に皆で川のゴミ拾いをしませんか？
◎日時
12 月 12 日（日）13:00～15:00 頃
(雨天順延: 12 月 19 日）
◎集合場所
たけさき歯科 前 (高知市 旭上町 6-3)
◎清掃場所
高知市 旭地区 本宮川
（元町付近から上流に向けて）
◎定員：30 名（※要 事前申し込み）
◎対象
みんなと一緒に楽しく活動できる方
※小学生は保護者同伴・小学生未満は参加不可
◎参加費：無料
◎活動内容

青いサンタ服を着て水深約 15cm ほどの本宮
川に入り川底のビン・缶・ワレモノ・金属など
のゴミを拾います。草刈りはナシ。
◎参加者が用意するモノ
とにかく青い物(マフラー・マスク・手袋 etc)
を身に着けて御参加ください。
◎主催者用意します
青いサンタ服 30 着・青いトング 10 個・青い
サンタ帽子 30 着・長靴は多少。
1 日のみのイベント保険に加入(主催者用意)
＜お申込み・お問合せ先＞
ふる里の川 本宮川を取りもどす会
（担当：大石）
TEL：090-1005-4127
E-mail：orank@e-mail.jp

ゴトゴトシネマ・映画情報
素晴らしき、きのこの世界
植物と動物の間にいちすると言われる不思議な
生物、きのこ・菌類の謎に迫るドキュメンタリー
映画です。
☆日時
2022 年 1 月 7 日（金）～９日（日）
①11:00～ ②13:30～ ③16:00～
※20 分前開場、上映時間約 90 分、全席自由。
☆会場
喫茶メフィストフェレス 2F シアター
（高知市帯屋町 2-5-23）
☆入場料
前売予約 1,300 円 当日 1,500 円
高校生以下 800 円、膝上未就学児無料
ビッグ・リトル・ファーム
東京ドーム 17 個分の広大な荒地を究極のオー
ガニックファームに作り変えたアメリカ人夫婦
の奮闘を描いた傑作ドキュメンタリ―です。
☆日時
2022 年 1 月 23 日（日）
①14:00～ ②16:30～ ③19:00～
※20 分前開場、上映時間約 100 分、
全席自由。
☆会場
自由民権記念館ホール
（高知市桟橋通 4 丁目 14-3）
☆入場料
前売予約 1,300 円 当日 1,500 円
高校生以下 800 円、膝上未就学児無料
※事前連絡により、前売料金（当日清算）でご覧
いただけます。
＜お申込み・お問合せ先＞
ゴトゴトシネマ（担当：前田）
MAIL：boogieboogie4@gmail.com
TEL：090-9803-9984
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