●出展予定の団体
・NPO 法人アニマルサポート高知家
・NPO 法人アテラーノ旭
・NPO 法人井戸端わもん
・本格的傾聴ボランティア南国きく会
・高知 SGG 善意通訳クラブ
・ボランティアサークルハートワン
他にもいろんな種類の
ボランティアがあるよ♪
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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。

緑の募金は、森づくりや人と自然がつながる社会
づくりを応援しています。

【募集締切】
2022 年 3 月 15 日（火）
（当日消印有効）

【募集締切】
2022 年 3 月 15 日(火) 24:00
(オンライン申請のみ)
【事業実施期間】
2022 年 7 月 1 日～2023 年 6 月 30 日
【対象事業】
森林ボランティア、里山保全団体及び NPO 等
による以下の活動
（1）国内外の森と人を元気にする活動
（2）地球の緑を増やし、地球温暖化防止や生物
多様性保全に貢献する活動
（3）森づくりのリーダーを育てる活動
（4）森や里山で子どもたちを育むことができる
活動
【助成金額】
◎一般公募事業
・森林整備・緑化推進事業
年間助成額 200 万円（上限）
・国際協力事業
年間助成額 300 万円（上限）
◎次世代育成公募事業
・次世代の森づくりを担う人材育成事業
年間助成額 200 万円
◎特別公募事業
・スギ等森林の有効活用支援事業
年間助成額 200 万円
◎都道府県緑推推薦事業
・子どもたちの未来の森づくり事業
年間助成額 100 万円
※詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.green.or.jp/bokin/
<応募・お問合せ先>
公益社団法人 国土緑化推進機構
〒102-0093
東京都千代田区平河町 2-7-４
砂防会館別館（Ｂ棟 5 階）
TEL：03-3262-8457
FAX：03-3264-3974
MAIL：m-bokin@green.or.jp

国土緑化推進機構では、幅広い民間の非営利団体
等の主体的・多様な参加による「国民参加の森林
づくり」運動の推進を図るため、以下により「緑
と水の森林ファンド」事業の公募を実施しますの
でご案内します。

【対象者】
◎民間の非営利団体
◎非営利の法人
◎個人（調査研究に限る）
【対象事業】
◎普及啓発
森林・緑・水に対する国民の認識を深めるため
の普及啓発活動
◎調査研究
地域材の利用・山村資源の有効活用や森林の公
益的機能の増進に係る調査研究
◎活動基盤の整備
森林づくり活動を通した農山村と都市住民等と
の交流促進
◎国際交流
国内で開催される森林に関する国際会議への支
援、海外情報の収集
【対象期間】
2022 年 7 月 1 日～2023 年 6 月 30 日
【助成の限度】
◎団体 100 万円
◎個人 70 万円
※詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.green.or.jp/
<応募・お問合せ先>
公益社団法人 国土緑化推進機構
〒102-0093
東京都千代田区平河町 2-7-４
砂防会館別館
TEL：03-3262-8457
FAX：03-3264-3974
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「赤い羽根 新型コロナ感染下の福祉活動応援全
国キャンペーンいのちをつなぐ支援活動を応
援！～支える人を支えよう～」
この寄付金を原資に、新型コロナウイルス感染症
の影響が長引く社会状況下において、
「重い病気や
障がいと向き合い、医療的ケアを必要とする、子
ども・若者（以下、重症児等と記載）
」と、その家
族（兄弟も含む）への支援活動に対する助成の公
募を実施します。

「わかば基金」は、地域に根ざした福祉活動を
展開しているグループが、活動の幅を広げるた
めの支援をしています。
福祉にとって厳しい時代だからこそ、
「わかば基
金」は地域に芽吹いた活動をもっと応援してい
きます。
【募集締切】
2022 年 3 月 30 日（水）
（当日必着、郵送のみ）

【募集締切】
2022 年 3 月 22 日（火）17 時必着
（オンライン申請のみ）

【募集部門】
1）支援金部門
2）災害復興支援部門
3）リサイクルパソコン部門

【助成金額】
1 団体あたりの助成上限額 500 万円
（助成総額は 8,000 万円を予定）

【支援対象】（3 部門共通）
◎地域に根ざした福祉活動を行っているグループ
◎任意のボランティアグループまたは NPO 法人

【助成対象】
非営利の団体（法人格の有無は不問）で、
活動（事業）実績が 1 年以上あること

【支援内容・金額】
1）支援金部門
・国内のある一定の地域に福祉活動の拠点を設
け、この支援金でより活動を広げたいという
グループ
・1 グループにつき、最高 100 万円
・15 グループほどを予定

【対象期間】
2022 年 5 月～2023 年 3 月
【対象事業】
１）重症児等や家族の居場所
（通所・宿泊含む）
・遊び場・学習の場等を地域
に開設または運営する活動（事業）
２）重症児等や家族の孤立防止を目的とした活動
（事業）
３）重症児等の学習環境向上や社会体験の機会提
供などを目的とする活動（事業）
４）重症児等や家族のレスパイトを目的とした活
動（事業）
５）その他、重症児等や家族の支援のために必要
と認められる活動（事業）
※詳しくはこちらをご覧ください
https://www.akaihane.or.jp/subsidies/subproblem-solving/24669/
<応募・お問合せ先>
社会福祉法人中央共同募金会 基金事業部
〒100-0013
東京都千代田区霞が関 3-3-2
新霞が関ビル 5 階
TEL：03-3581-3846
FAX：03-3581-5755
MAIL：m-kodomo@c.akaihane.or.jp

2）災害復興支援部門
・東日本大震災以降に激甚災害指定を受けた災
害の被災地域に活動拠点があり、福祉活動を
通して、その地域の復旧・復興をすすめてい
るグループ
・被災地に必要な新たな福祉事業を展開したい、
と考えているグループ
・1 グループにつき、最高 100 万円
・5 グループほどを予定
3）リサイクルパソコン部門
・パソコンを利用して地域で活発な福祉活動に
取り組んでおり、台数を増やすことで、より
高齢者や障害者に役立ち、活動の充実を図れ
るグループ
・1 グループにつき、3 台まで
・総数 30 台ほどを支援予定
※詳しくはこちらをご覧ください
https://npwo.or.jp/info/21416
<応募・お問合せ先>
NHK 厚生文化事業団「わかば基金」係
〒150-0041
東京都渋谷区神南 1-4-1
TEL：03-3476-5955
MAIL：info@npwo.or.jp
gyo/jyoseiyoukou-2022.html
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【対象期間】
2022 年 9 月 1 日～2023 年 8 月 31 日
寶酒造（現在の宝ホールディングス）は、1985
年の創立 60 周年を機に公益信託「タカラ・ハー
モニストファンド」を設立し、以来毎年、日本の
森林・草原や水辺の自然環境を守る活動や、そこ
に生息する生物を保護するための研究などに
対して助成を行っています。
【募集締切】
2022 年 3 月 31 日（木）必着
【助成対象】
1.日本国内の森林・草原、木竹等の緑を保護、育
成するための活動または研究。
2.日本国内の海・湖沼・河川等の水辺の良好な自
然環境を整備するための活動 または研究。
3.日本国内の緑と水に恵まれた良好な自然環境の
保全及び創出に資するための活動または研究。
【助成金額】
合わせて 500 万円程度
【助成金の使途】
活動・研究に関係した費用であれば、機材費、
消耗品費、交通費、宿泊費、謝礼金を含めその
内容を問いません。
【助成期間】
助成金贈呈日より１年間
（２年に渡って使用も可）
※詳しくはこちらをご覧ください
https://www.takara.co.jp/environment/fun
d/
<応募・お問合せ先>
公益信託 タカラ・ハーモニストファンド事
務局
〒600-8008
京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町 20
みずほ信託銀行株式会社
京都支店 営業第一課
TEL：075-211-5525
FAX：075-212-4915

2022 年度は、新型コロナウイルス感染症の影響
が長期化し、社会環境は大きく変化する中で困難
を抱える子どもの状況は深刻化・複雑化している
ことから、子どもや保護者等の現状を適切に把握
し、そのニーズに即した新たな支援等に挑戦する
取り組みを期待しています。
【募集締切】
2022 年 3 月 31 日（木）

【助成対象】
・日本国内に活動拠点を有する民間の非営利団体
（活動実績２年以上）
・任意団体については、５人以上のメンバーで構
成され応募団体が 活動する地域の中間支援組
織からの推薦があること
【対象事業】
（1）子どもの健全な育成を支援する次のような
活動
①不登校・ひきこもりの子どもや保護者に対す
る精神的・物理的な支援 など
②児童虐待やドメスティック・バイオレンス（Ｄ
Ｖ）など
③非行や犯罪から子どもを守り、立ち直りを支
援する活動
④子どもの居場所づくり
⑤障がい（身体障がい・発達障がいなど）のあ
る子どもや難病の子どもを支援する活動
⑥マイノリティ（外国にルーツを持つ、ＬＧＢ
Ｔなど）の子どもを支援する活動
⑦地震・台風などの自然災害で被災した子ども
を支援する活動
⑧上記①～⑦以外で「子どもの健全な育成」を
目的とした活動
（２）経済的困難を抱える子どもを支援する次の
ような活動
①学習支援活動
放課後学習サポート、訪問学習支援、学習能
力に合わせた個別ケアなど
②生活支援活動
子育てサロン、子ども食堂、ヤングケアラー
やシングルマザーへの支援、フードバンク、
居場所の提供など
③就労支援活動
職業体験、社会的養護退所者の就労支援など
④上記①～③以外で「経済的困難を抱える子ど
もの支援」を目的とした活動
【助成金額】
総額 3,500 万円（上限）
（１）子どもの健全な育成を支援する活動
助成総額：70 万円（上限）
（２）経済的困難を抱える子どもを支援する活動
助成総額：100 万円（上限）
※詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.mcfund.or.jp
<応募・お問合せ先>
NPO 法人モバイル・コミュニケーション・
ファンド（MCF）
〒100-6150
東京都千代田区永田町 2-11-1
山王パークタワー41F
TEL：03-3509-7651
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【講座】子どもを持つ・持たない・
持てない中の幸せとは？
<<女性の多様なライフスタイル応援講座>>
不妊に悩む夫婦や家族のサポートをライフワー
クとする講師と共に、自分らしい幸せとはなに
かを考えてみませんか。
◎日時
2022 年 3 月 6 日（日）13：30～16：30
◎開催場所
こうち男女共同参画センター「ソーレ」
３階 大会議室（高知市旭町３丁目１１５番地）
◎参加方法
会場またはオンラインでも受講が可能です。
◎講師
永森 咲希氏
（一般社団法人 MoLive モリーブ／オフィス永森）

◎対象
テーマに関心のある女性
◎定員
会場：20 名
オンライン：20 名

◎日時
2021 年 3 月 10 日（木） 13:30～16:00
※16:00 から質問タイムです
◎場所
高知県立ふくし交流プラザ２F 高齢者能力開
発室（高知市朝倉戊 375-1）
◎講師
高知県ボランティア・ＮＰＯセンター職員
◎内容
◇事務担当者の知りたい流れ
決算業務から総会、所轄庁への事業報告まで
の流れを確認します
◇実際の書類って？
所轄庁の事業報告の様式例を見てみます
◎対象
・主にＮＰＯ法人になってから 3 年以内の法
人の事務担当者
・はじめて事務担当になった方、事務局長に
なった方
・あらためて、NPO 法人の事務処理を見直し
たい方
◎参加費
無料
◎定員
20 名
◎締切
2022 年 3 月 7 日（月）
◎持ち物
・法人の定款
・特定非営利活動法人の手引（県の手引）
＜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
MAIL：kvnc@pippikochi.or.jp

◎受講料
500 円
◎託児
あり（６カ月～小学３年生、予約制）
６ヵ月～未就学児童：無料
小学生：１家族５００円

こうち環境博 2022

＜お申込み・お問合せ先＞
こうち男女共同参画センター「ソーレ」
TEL：088-873-9100
MAIL：sole@sole-kochi.or.jp

ＮＰＯ法人、事業報告に向けて
<NPO 法人事業報告書セミナー>
ＮＰＯ法人は、事業年度終了後 3 ヶ月以内に事
業報告書を提出しなくてはいけません！
決算・総会・事業報告提出までの流れとともに、
実際の事業報告書を見て理解しましょう。

今年はソーレをはみ出すよ！
自然環境の保全や温暖化防止活動を行う団体や個
人、企業の取り組みを広く知っていただき、
連携・協働による活動の発展を目指し、従来の会
場開催（体験ブース）のほか、メイン会場での展
示、県内で行われる環境関連イベント等とのタイ
アップ、動画配信を行います。
<<メインイベント>>
～ものづくり体験や展示～
飲食コーナーのほか、スタンプラリーやガラポン
抽選会も予定しています。
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◎日時
2022 年 3 月 19 日（土）10：00～16：00
◎場所
こうち男女共同参画センター「ソーレ」3 階
高知市旭町三丁目 115 番地
◎入場料
無料（一部有料の企画あり）
<<活動の紹介や作品の展示>>
環境のことが楽しく学べます！
◎期間
2022 年 3 月 10 日（木）～19 日（土）

◎参加費
200 円
◎持ち物
弁当、お茶、おやつ、長袖、
長ズボン、運動靴、手袋
＜お申込み・お問合せ先＞
アジロ山の自然と環境を守る会
FAX 088-843-8533
mail ajiro555@me.pikara.ne.jp
TEL 090-1001-1268(松岡）
※メール・FAX いずれかでお申込みくだ
さい。

◎場所
こうち男女共同参画センター「ソーレ」1 階ア
トリウム（予定）
<<はみ出しイベント>>
県内でいろいろな環境活動体験や講座が行われま
す！
◎期間
2022 年 2 月 11 日
（金・祝）
～3 月 19 日
（土）
※詳しくはこちらをご覧ください。
https://npo-kankyonomori.com/kankyohak
u.html
＜お申込み・お問合せ先＞
NPO 法人環境の杜こうち
TEL：088-802-2201
FAX：088-802-2205
MAIL：kochi@npo-kankyonomori.com

『市民の会エスポワール
ネットワーク』講演会
「市民の会エスポワール」は、引きこもり当事者
と親の支援を目的として活動を行っています。
〔内容〕
北村 浩彦氏
（一般社団法人こうち絆ファーム代表）
「広がる農福連携 夢と希望に向けて」
齋藤 輔氏（43 歳 NEET 高知代表）
「同じ生きるなら、楽にいきたい」
山田 孝明氏
（全国家族市民の会エスポワール代表）
「限界家族と生存協同組合運動へと」
◎日時
2022 年３月 20 日（日）13：30～

森のようちえん
春の息吹を探そう

◎場所
オーテピア 4F（高知市追手筋 2-1-1）

山桜が咲く『アジロ自然の森』で自然を満喫し
ませんか。春の息吹を観察し、草花を採取して
天ぷらにして食べてみよう。
山菜を是非ご持参ください。
◎日時
2022 年 3 月 20 日（日）10：00～15：00
◎場所
アジロ自然の森
（高知県高知市朝倉 1152-25）
◎定員
親子５０名

◎参加費
無料
◎定員
４０名
◎主催
全国家族市民の会エスポワール
ＮＥＥＴ高知
＜お申込み・お問合せ先＞
全国家族市民の会エスポワール（事務局）
TEL：080-5742-9200
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て、より詳しくなれる一作です。

春のおはなし会
春のおはなし会にいらっしゃいませんか？
ストーリーテリングや、絵本の読み聞かせ、手遊
びなどを楽しみましょう！
◎日時
2022 年 4 月 1 日（金）11：00～11：30
◎場所
オーテピア高知図書館２階
こどもコーナー内おはなしのへや
◎対象
幼児～小学生
◎定員
10 名
◎事前申込
不要
◎主催
こども読書ボランティアの会・豆の木

☆日時
2022 年 4 月 2 日（土）
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
＜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

こうちコロナ基金

古本基金

＜お問合せ先＞
オーテピア高知図書館 児童サービス担当
TEL 088-823-4946（代表電話）

おうちに眠っている古本を社会のために役立て
てみませんか？
集められた古本は、NPO 高知市民会議を通して換
金され、コロナの影響を受けた県内の NPO に寄
付されます。

ゴトゴトシネマ・映画情報
リトル・ガール
男の子の身体に生まれ、女の子になることを夢見
ている７歳のサシャ。
それなのに周りは彼女に男らしさを強要し、
「女っぽい」
「男のくせに」と疎外される毎日。
性の多様性を認める事のできない社会の問題点を
捉えた渾身のドキュメンタリーをぜひ。
☆日時
2022 年 3 月 18 日（日）～20 日（日）
①11:00～ ②13:40～ ③16:20～
※20 分前開場、
上映時間約 100 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

ゴッホとヘレーネの森
～クレラー＝ミュラー美術館の至宝
世界随一のゴッホの個人コレクター、ヘレーネ・
クレラー・ミュラー夫人の目を通して、ゴッホを
描いたドキュメンタリー映画です。
ゴッホの人生とともに変化する作風、技法につい

¶受付期間
2022 年 3 月 31 日(木)まで
¶受付場所
NPO 高知市民会議
(高知市鷹匠町 2-1-43 たかじょう庁舎 2F
高知市市民活動サポートセンター内）
¶取り扱いできるもの
書籍、月刊誌、季刊誌、コミック、DVD、ブルー
レイ、CD アルバム、ゲームソフト、スマート
フォン、タブレット
¶取扱いできないもの
傷みやヤケがあるもの、週刊誌、コミック雑誌、
百科事典、文学全集、昭和に発行された美術全集、
非売品の学会誌、フリーペーパー、カセットテー
プ、レコード、シングル CD、サンプル CD

＜お問合せ先＞
NPO 高知市民会議
TEL：088-820-1540
MAIL：info@shiminkaigi.org
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