◆8 月のまちづくりトーク café◆
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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。

【募集期間】
１期募集
2022 年 8 月 1 日(月)～8 月 31 日(水)
２期募集
2022 年 11 月 1 日(火)～11 月 30 日(水)
※共に 17：00 必着
【助成対象】
1）高知県内の若者の芸術文化活動（個人・団体）
2）高知県内の学生の活動（個人・団体）
【対象事業】
1）芸術文化の振興
・音楽、演劇、舞踊の公演・発表
・美術（絵画、書、彫刻、工芸、写真、デザイ
ンなど）制作・発表
・上記分野におけるワークショップ、相互交流
の場となるイベント
2）伝統文化の継承・保存
・郷土芸能、伝統的な行事の継承・保存に関す
る活動
・郷土史の研究発表
・上記分野におけるワークショップ、相互交流
の場となるイベント
3）社会福祉の振興（高知県内の学生の活動のみ）
・地域福祉の向上及び充実に寄与する活動

子どもの笑顔はぐくみプログラムは、地域におけ
る子どもの健全な育成を目的として、子どもたち
が安心して過ごすことのできる居場所づくりの取
組みや児童虐待防止活動、障がい児への支援など、
子どもを取り巻く様々な社会課題に取り組む
四国４県・関西２府４県の法人または任意団体を
対象に活動資金の一部を助成するものです。
【募集締切】
2022 年 8 月 31 日（水）
※簡易書留等は当日消印有効
【助成対象】
子どもの健全な育成を支援する次のような活動
1）子どもの安全・安心な居場所づくり
（子ども食堂、学習支援等）に関する活動
2）子育て支援に関する活動
（子どもを中心とした活動に限ります)
3）不登校・ひきこもり等の子どもの訪問支援、
学習支援・自立支援に関する活動
4）児童虐待防止に関する活動
（子どもの心のケア、里親活動など）
5）特別な支援を要する子ども
（身体障害、発達障害、知的障害）の発育・発
達・教育等への活動
6）難病の子どもを支援する活動
【助成対象者】
社会福祉の振興に寄与する事業を行う、営利目的
としない次の法人または団体。
・一般法人（非営利型の一般社団法人）
・特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）
・ボランティア団体、市民活動団体など非営利か
つ公益に資する活動を行う任意団体

【助成金額】
1）高知県内の若者の芸術文化活動（個人・団体）
１団体 30 万円上限 （上限金額は 300 万円）
2）高知県内の学生の活動（個人・団体）
１団体 15 万円上限 （上限金額は 200 万円）

【助成金額】
Ａ 継続事業助成コース
１団体あたり上限５０万円／３０団体程度
（概算払い）既存事業の充実や事業の継続を目
的とした助成金です。

【助成期間】
交付決定の日から 2023 年 3 月 31 日まで

Ｂ 事業発展助成コース
１団体あたり上限１００万円／１０団体程度
（概算払い）他の団体や地域に波及が期待でき
る活動など、多角化・新展開につながる取り組
みへの助成金です。

※詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.kochi-fd.or.jp/
<応募・お問合せ先>
一般財団法人こうち文化福祉振興財団
助成事業担当
〒780-0870
高知県高知市本町 4-1-48
TEL:088-802-7723
FAX :088-802-7724
Mail: info@kochi-fd.or.jp

【助成総額】
Ａ・Ｂあわせて 2,400 万円
【助成対象期間】
2022 年 12 月 1 日～2023 年 12 月 31 日
【申込条件】※任意団体のみ
中間支援組織（ＮＰＯセンターなど）、社会福祉協
議会、ボランティアセンターの職員の方にコメン
トを記入いただくようお願いいたします。
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※詳しくはこちらをご覧ください
https://cls-tokushima.org/grant.html
<応募・お問合せ先>
一般財団法人
チャイルドライフサポートとくしま 事務局
〒779-0113
徳島県板野郡板野町黒谷字東原３３-５
Email：info@cls-tokushima.org
TEL：088-679-1707
FAX：088-679-1708

良好な景観が形成されている一体的な住宅地にお
いて、住まいのまちなみの維持管理活動を行って
いる団体を対象とします。
各種の社会的課題に対応した先進的なまちなみづ
くりの活動を行っている場合には、当該活動も評
価します。ただし、伝統的建造物群保存地区内の
住宅地は、除きます。
なお、維持管理対象の住宅地の住宅は、戸建て住
宅に限らず、集合住宅等も可です。
【募集締切】
2022 年 8 月 31 日（水）必着
【対象団体】
1）地域の維持管理活動を行っている団体である
こと。
2）地域の活動の根拠となる規約などが文書化さ
れていること。
団体の例としては、町内会、自治会、管理組合、
建築協定等に基づく運営委員会、地域 NPO 法人
などが挙げられます。なお、法人格の有無は問い
ません。
）
【受賞数等】
・国土交通大臣賞 1 点
・住まいのまちなみ賞 4 点以内
【支援額】
受賞団体には、50 万円(1 団体・1 年あたり)を 3
年間、維持管理活動の推進のために支援します。
※詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.machinami.or.jp/pages/contes
t_guideline18.shtml
<応募・お問合せ先>
一般財団法人住宅生産振興財団内
住まいのまちなみコンクール事務局
〒105－0001
東京都港区虎ノ門 3-11-15
SVAX TT ビル 5 階
TEL：03-5733-6733
FAX：03-5733-6736

公益財団法人前川報恩会では、1967 年の設立
以来、
「環境・エネルギー・食料」をキーワード
に、数多くの研究者に学術研究助成を行ってま
いりました。
是非本趣旨にご賛同いただき、積極的に応募さ
れることを切望します。
【募集締切】
2022 年 8 月 31 日(水) 17：00
※Web 申請のみ
【助成対象事業】
1）地域における資源、伝統、文化等の保全、
継承、活用を基本とした地域の活動
参考例）
・地域の自然保護活動、歴史文化活動
・学校法人が課外活動として行う地域交流、地
域調査等の活動
・地域循環圏の活用、広域連携活動
2）地域に根ざした食やエネルギーに関わる活
動
参考例）
・地域の農林水産業や食を通じた地域振興に関
する活動
（フードバンク活動、子供食堂等も含む）
・地域における再生可能エネルギーを活用した
活動
・地域の SDGs 等への取組み
【助成金額】
総額 300 万円（1 件あたりの上限は 100 万円）
※申請額を限度額に近づける必要はありません。
必要な金額を申請してください。
※審査の結果、申請額から減額のうえ助成する
場合があります。
【申請資格】
NPO 法人、学校法人等の法人格を有する非営利
法人であること。
※詳しくはこちらをご覧ください
https://www.mayekawa.org/grant/region
al_improvement/regional_youkou_2022.h
tml
<応募・お問合せ先>
公益財団法人 前川報恩会
〒135-8482
東京都江東区牡丹 3-10-7
TEL：03-3642-1566
FAX：03-6458-5876
MAIL：houonkai@mayekawa.org
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～あなたの近くで、スミセイは子育て支援を続け
ています～
【募集締切】
2022 年 9 月 9 日（金）
★子育て支援活動の表彰★
より良い子育て環境づくりに取り組む個人・団体
を募集します。
各地域の参考になる特徴的な子育て支援活動を社
会に広く紹介し、他地域への普及を促すことで、
子育て環境を整備し、子育て不安を払拭すること
を目的としています。
【対象】
より良い子育て環境づくりに資する活動を行い、
成果を上げている個人・団体。
【要件】
1）子育て支援に資する諸活動を継続的に行って
いること。
2）活動内容が社会に認められ、ロールモデルと
なりうるものであること。
3）活動の公表を了承していただける個人・団体
であること。
4）日本国内で活動している個人・団体であるこ
と。
【表彰】
◎文部科学大臣賞／表彰状
（スミセイ未来大賞から 1 組）
◎厚生労働大臣賞／表彰状
（スミセイ未来大賞から 1 組）
◎スミセイ未来大賞／表彰盾、副賞 100 万円
（2 組程度）
◎スミセイ未来賞／表彰盾、副賞 50 万円
（10 組程度）
★女性研究者への支援★
子育てと人文・社会科学分野の研究活動の両立に
努力されている女性研究者を支援します。
【表彰】
◎スミセイ助成研究者奨励賞 10 名程度

※詳しくはこちらをご覧ください
https://www.sumitomolife.co.jp/about/csr/
community/mirai_child/child/bosyu.html
<応募・お問合せ先>
「未来を強くする子育てプロジェクト」事務
局
〒102-0072
東京都千代田区飯田橋 2-14-7 光ビル
TEL：03-3265-2283

この顕彰は、男女共同参画社会の推進及び少子化
対策がわが国の健全なる発展において極めて重要
な礎になるとの認識に鑑み、若手研究者等の研
究・活動の一層の推進を目指すことを旨とします。
【募集締切】
2022 年 9 月 30 日（金）必着
【顕彰対象者】
・満 45 歳未満の研究者、学生
・満 45 歳未満の方を中心としたグループ、団体
（理事長等が 45 歳以上の場合も、中心メンバー
が満 45 歳未満であれば可）
【部門】
1）論文部門
関連分野での若手研究者の論文
（ジェンダー研究なども含む）
2）活動部門
関連分野での NPO 等の活動報告
（子育て支援関連なども含む）
【顕彰件数】
合計 10 件程度
【顕彰金】
1 件につき、上限 50 万円
※詳しくはこちらをご覧ください
https://hodogaya-foundation.or.jp/equality
/req/

【助成金額】
1 年間に 100 万円(上限)を２年間。
【助成期間】
2023 年 4 月～2025 年 3 月
☆選考☆
事務局による選考の後、選考委員による選考会を
経て、受賞者を決定します。

<応募・お問合せ先>
公益社団法人程ヶ谷基金事務局
〒241-0802
横浜市旭区上川井町 1324
TEL：045-921-0050
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【募集締切】
2022 年 9 月 30 日（金）※当日消印有効

【募集締切】
2022 年 9 月 30 日（金）
★「実現した夢」部門★
公園で行われ、皆さんの「夢の実現」となった、
素敵なイベントや活動を募集します。
【応募条件】
・過去 5 年間に、公園で実施されたイベントや活
動。
・個人、グループ、団体、企業を問わず、どなた
でも応募できます。
・過去に「公園・夢プラン大賞」に応募したイベ
ントや活動も応募できます。
【審査のポイント】
・イベントや活動にかけた思いが伝わってくるもの
・公園、地域や街の活性化に関わったもの
・公園のフィールドや資源を生かしているもの
【表彰】
◎最優秀賞
賞状＋副賞（10 万円のギフト券）×1 本
◎優秀賞
賞状＋副賞（5 万円のギフト券）×2 本
◎入選
賞状＋副賞（1 万円のギフト券）×5 本

【助成金額】
上限 150 万円
【助成対象団体】
公益に資する事業を計画している団体
【助成対象活動】
環境保護・環境保全関連の事業活動
1）里山・森林・緑化整備運動
2）生態系保護活動
3）水・河川環境保全活動
4）地域環境整備活動
5）リサイクル活動
6）環境教育・体験学習活動
7）啓発活動・イベント活動
8）研究・開発活動
9）その他
【事業実施期間】
1 年間（2023 年 4 月～2024 年 3 月）
【項目助成選考基準】
(1)活動姿勢
・目標、ビジョン、成果、課題は明確である
(2)活動内容・状況
1. 事業の必要性・公益性
2. 事業の独創性・先駆性
3. 事業の実現可能性
4. 費用、予算の妥当性
5. 事業の波及・発展性
(3) 組織力・団体の活動実施体制（組織力）は妥
当である
(4) その他の加点減点事項・その他、活動の勘案
すべきメリットがある
※詳しくはこちらをご覧ください
https://www.philanthropy.or.jp/toyotires/
<応募・お問合せ先>
公益社団法人日本フィランソロピー協会
「TOYO TIRE グループ環境保護基金」
事務局
〒100-0004
東京都千代田区大手町 2-2-1
新大手ビル 244 区
TEL：03-5205-7580
FAX：03-5205-7585

★「やりたい夢」部門★
公園で「やってみたい」
「できたらいいな」という
楽しいイベントや活動のアイデアを募集します。
【応募条件】
・どなたでも応募できます。
・応募プランは、実際に公園のイベントとして実
現することがあります。
【審査のポイント】
・やってみたくなる・参加したくなる新しいイベ
ントのアイデア
・公園の利用方法の新しい提案
・イベント実施への思いが伝わってくるもの
【表彰】
◎最優秀賞
賞状＋副賞（5 万円のギフト券）×1 本
◎優秀賞
賞状＋副賞（3 万円のギフト券）×2 本
◎入選
賞状＋副賞（1 万円のギフト券）×5 本
※詳しくはこちらをご覧ください。
https://yumeplan.prfj.or.jp/caution.html
<応募・お問合せ先>
一般財団法人 公園財団
〒112-0014
東京都文京区関口 1-47-12
江戸川橋ビル 2 階
TEL：03-6674-1188
FAX：03-6674-1190
MAIL：yumeplan＠prfj.or.jp
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・ワークショップ
幸せいっぱいの高知をみんなぁでつくるには？

チャリティーミュージックカフェ
音楽とアートのあるカフェ空間で楽しく寄付を
体験しませんか？
市民活動・地域活動に取り組む団体を応援した
い、支援したい、支えたい。
そんな気持ちを寄付で伝えることができます。
市民活動の現状を知り「寄付」の様々な活用方
法を知るきっかけとなるように、鑑賞チケット
のご購入が寄付につながるイベントです。
◎日時
2022 年 8 月 20 日（土）開演 14:00～
（開場 13：30）
◎場所
食堂レストラン「せんだんの木」
（高知市役所本庁舎 2 階）
◎入場料
2,000 円 (コーヒー・スウィーツ付き)
◆参加アーティスト◆
横山 千春（画家）
前田 実津（写真家）
宮尾 悠（チェロ）
切詰 稚奈（クラシックフルート）
ユキ＆山下裕矢（サンドイッチパーラー）
<お申込み・お問合せ先>
特定非営利活動法人ＮＰＯ高知市民会議
TEL：088-820-1540
FAX：088-820-1665
MAIL：info@shiminkaigi.org

こうち未来基金設立シンポジウム
みんなぁでつくろう！幸せいっぱいの高知
高知県内の NPO や市民活動は、慢性的に活動
資金の確保に課題を抱えています。
私たち NPO 高知市民会議はそんな現状を変え
ていくため、県民の県民による県民のための基
金である「こうち未来基金」を設立します。
☆プログラム☆
・基調講演
「コミュニティファンドが創り出す未来」
山田 健一郎氏
（全国コミュニティ財団協会 会長）
・特別講演
山﨑 水紀夫（さんすい防災研究所 代表）
川竹 大輔（こうち未来基金 代表）
・パネルディスカッション
市民が支える市民社会の実現

◎日時
2022 年 9 月 4 日（日）13：00～17：00
◎開催場所
高知県立ふくし交流プラザ
（高知市朝倉戊 375-1）
◎参加費
無料
◎駐車場あり
◎申込締切
2022 年 9 月 1 日（木）
<お申込み・お問合せ先>
特定非営利活動法人ＮＰＯ高知市民会議
TEL：088-820-1540
FAX：088-820-1665
MAIL：info@shiminkaigi.org（代表）

ゴトゴトシネマ・映画情報
猫が教えてくれたこと
街に暮らす７匹の猫たちと、彼ら・彼女らをやさ
しく見守るイスタンブールの市民が主役の心温ま
る作品。地上 10 センチの猫目線で撮られた映像
はとても新鮮で、イスタンブールの町並みは美し
く、異国情緒を漂わせます。
そしてそこに暮らす猫たちのなんと幸せそうなこ
とか。まさに猫好き必見の作品です。
☆日時
2022 年８月 19 日（金）～21 日（日）
①9：00～10：30
②11：30～13：00
③14：00～15：30
④16：30～18：00
※19 日は①９：00 の回はありません。
※それぞれの 20 分前開場予定。
☆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）
☆料金
前売・予約 1300 円 当日 1500 円
高校生以下 800 円 膝上未就学児無料
※下記メール・お電話でも前売り料金（当日精算）
で、ご予約いただけます。
<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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＊詳しくはこちらをご覧ください。
http://sunabi.com/

高知県文芸賞作品募集
文芸創作活動をされている方、これから始めよ
うと思っている方、高知県文芸賞に挑戦してみ
ませんか？
多くのご応募をお待ちしております。

<お問合せ先>
ＮＰＯ砂浜美術館事務局
TEL：0880-43-4915
MAIL：nitari@sunabi.com

◎募集部門
短編小説/詩/短歌/俳句/川柳

保育サービス講習会

◎応募条件
・未発表作品であること
・応募者は高知県在住者であること
◎賞
「高知県文芸賞」
：各部門１名
「高知県文芸奨励賞」
：短編小説部門２名
他部門５名
＊表賞状と副賞が授与されます。
◎募集締切
2022 年９月 30 日（金）※当日必着
《作品の送付・問い合わせ先》
（公財）高知県文化財団内
「高知県芸術祭執行委員会事務局」
〒781-8123
高知市高須 353-2
TEL：088-866-8013
FAX：088-866-8008

第 28 回潮風のキルト展
11 月中旬、浜辺の畑でラッキョウがかわいい
花を咲かせる頃に、潮風のキルト展はひらかれ
ます。松原と赤紫じゅうたんとパッチワークキ
ルトがつくる風景は、砂浜美術館の秋のお楽し
み。一針一針想いを込めたキルトを、砂浜美術
館の松原で展示してみませんか？

地域の子育てはじめませんか？
有償ボランティア援助会員大募集！
こうちファミリーサポートセンターは、子育て
を助け合う会員制の有償ボランティア組織です。
◎講習内容
心の発達とその問題/子どもの栄養と食生活
子どもの発育と病気/救命救急など
◎日時
2022 年年 9/28(水)、29(木)、30(金)
9:00～16:30 最終日のみ 11:45 終了
◎場所
高知市勤労者交流館 2F 研修室他
◎受講料
無料
◎託児
あり ※要予約
◎参加資格
高知市在住の 20 歳以上の方。
子育ての手助けができる「援助会員」に登録
を希望される方。
＊登録には 3 日間の講習の受講が必要です。
◎申込方法
①こうちファミリーサポートセンターの HP
「各申込みはこちら」から
②お電話にて
◎申込締切
2022 年 9 月 17 日(土)

◎開催日時
2022 年 11 月 18 日（金）～11 月 20 日（日）
◎応募期間
2022 年 9 月 1 日（木）～10 月 10 日（月）
◎応募料
大キルトの部：3,000 円
小キルトの部：2,000 円
クッションの部：2,000 円
◎審査員
Patch-Work-Life
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<お申込み・お問合せ>
こうちファミリーサポートセンター
TEL：088-880-5210
高知市丸池町 1 番 1－14 号
高知市勤労者交流館 1F
9:00～17:30(日･月･祝日は休み)

7 月のまちづくりトークｃａｆé（7/11）

里山のさとちゃんと山野草に親しむ～野草茶のお話と試飲が楽しめるワークショップ～
☆ゲストスピーカー
さとちゃんこと山下智子さん

最初に「ドクダミ」「桑の葉」「黒文字」「セイ
ソウ」「ビワの葉」など野草茶の種類や効用をク
イズ形式で教えて頂いたあと、野草茶を実際に試飲
して、「おいしいね」「身体に良さそう」など会
場 は和 気あいあい和 やかな雰 囲気 に包まれ まし
た。お家でも野草茶を楽しんでほしいと野草茶の
お土産もあり、ゆったりのんびり楽しんで頂くこ
とが出来ました。

「ファシリテーション研修

-つぶやきの育て方-

☆講師：畠中智子さん
（株式会社わらびの 代表）

サポートセンタースキルアップ事業として
「ファシリテーション研修」を開催しました。
第一回目（6 月 18 日）「場づくりを学ぶ」、
第二回目（6 月 25 日）「見える化を学ぶ」、
第三回目（7 月 9 日）「実践編」と題し、全３回
開催しました。
ファシリテーションおよびファシリテーターに
ついて、基礎から実戦まで体系的に学びまし
た。参加者同士でコミュニケーションを取りな
がらスキルを身につけることができました。

公益信託高知市まちづくりファンド
2021 年度最終発表会＆2022 年度公開審査会を開催しました
日時：７月 23 日(土)、24 日(日)
場所：高知市たかじょう庁舎６階大会議室
最終発表会では、助成を受けた 7 団体が活動の報
告を行った後、「良かった点」や「提案」など参
加者と活発な意見が交わされていました。
また、公開審査会では、書類審査を含む８団体が
自団体の活動についてプレゼンテーションを行
い、運営委員の審査を経て、すべての団体への助
成が決定しました。

助成決定！
〔B〕ふくしでまちづくりコース
・一般社団法人地域学校協働・家庭教育支
援・世代間交流センターもうひとつの大
きな家族：10 万円
〔C〕まちづくりはじめの一歩コース
・パーカッションバンド
「エスペランサ」：10 万円
・高知プリマ会：10 万円
〔D〕まちづくり一歩前へコース

・仁ノ八幡宮保存会：30 万円
・高知自作甲冑教室実行委員会：15.3 万円
・特非）キャリア・ライフ高知：30 万円
・FFC 高知：30 万円
・潮江防災士会：30 万円

8 ／サポセン 8 月号

