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●ふるさとまちづくり応援基金実績報告会レポート 

●応募団体活動一覧 他 

＜４面＞ 

●市民活動相談ご案内 ●助成金情報 他 

●団体紹介（爽日市庭） 

助 成 金 情 報 第26号 

市民活動団体紹介コーナー 

2014年 ７月２６日(土)１０～１５時 

◎木下財団 障害者福祉関係助成 
◆応募対象：原則として非法人（ＮＰＯは対象とす

る）。障がい児・者（身体・知的・精神障がい）の小

規模作業所、グループホーム及び自立支援団体

等 

◆助成金額：総額７００万円 限度額１件３０万円 

◆申込締切：平成２６年５月３１日（土） 

TEL 03―6222―8927 FAX 03－6222－8937 
http://www.kinoshita-zaidan.or.jp/  

★駐車場もイベント会場となるため、お車での来場はご遠慮ください。(自転車は可) 

そうか いちば 

◎平成26年度 子どもゆめ基金

助成金（二次募集） 
◆応募対象：子どもの健全な育

成を図ることを目的に、平成２６

年１０月１日から平成２７年３月３

１日までの間に行われる、次の活

動に対する助成を行います。 

・自然体験活動 

・科学体験活動 

・交流を目的とする活動 

・社会奉仕体験活動 

◆助成金額： 

子ども分野総額２,５００万円 

環境分野総額 １,０００万円 

◆締切：平成２６年６月２３日(月) 

ＴＥＬ ０１２０―５７９―０８１ 
http://yumekikin.niye.go.jp/jyosei
/index.html  

設 立 目 的 （概略） 
 美味しいモノ、楽しいこと、良いもの、良い音楽を共有そ

して共感することにより 温かく心を通わす憩いの場所を

提供して、そこから人と人の交流が生まれ、みんなを心も

体もまるごと笑顔にすることにより、この街を元気にした

い！ 

 人々のコミュニケーションのきっかけ作り、賑わいのあ

るまちづくり、新たな観光の創造が目的です。 

 地域住民に愛される街づくりとは、地域住民が優しく包

み込まれる空間と時間を創出することであり、交流の居

場所づくり、機会づくりであると考えています。 

 生産者、制作者にとっては、お客様に直接、こだわりを

伝えられる機会になり 

ます。地場の事業の 

活性化につながるはず 

です。 

ゆったり 爽日市庭 実行委員会 

丸紅基金社会福祉助成金 

◆応募対象：社会福祉事業（福祉施

設の運営、福祉活動）を行う民間の

団体 

・原則として非営利の法人であること 

・明確な目的を持ち、実施主体、内

容、期間があきらかであること 

・助成決定から１年以内に実施が完

了予定のもの 

・一般的な経費不足の補填でないこ

と 

◆助成金額：総額約１億円 上限１

件２００万円 助成件数５０件 

◆申込締切：平成２６年５月３１日 

ＴＥＬ ０３―３２８２―７５９１ 
http://www.marubeni.or.jp/promote/g
uidelines/tabid/70/Default.aspx#_99  

活動テーマ 

「美味しいもの 

楽しいことで 

心から笑顔」 
 

年に３～４回程度、TSC

ボードステージ、草加中央

防災広場などでイベントを

開催します。 

▼生涯学習課からのご案内です。 
※応募窓口がわからない場合は 

市民活動センターへ 

▼生涯学習課からのご案内です。 
※応募窓口がわからない場合は 

市民活動センターへ 

市民活動で気になること、

困っていること、知りたいこ

と…お気軽にどうぞ！ 
 

 協力：（特非）みんなのまち 

     草の根ネットの会 

毎月、第２月曜日 
９時３０分～１１時３０分 

今年も 

やります 

２０１３年２月１日に公式Facebookを開始してから２年目に

突入しました。Facebookを利用されている方は、画面の

「いいね！」ボタンを押して頂くと、当センターから市民活

動団体のイベントや助成金情報等、市民活動に必要な

情報を皆様にお届けします。また、頁掲載しますので、

市民活動情報のご提供をお待ちしております。 

市民活動センター 

Facebook ２年目突入！ 

おかげさまで 

◎第８回よみうり子育て応援団大賞 
◆応募対象：子どもや親を対象にした支援活動を

行う民間のグループや団体、子育てサークル、男

性の育児参加、女性の就労支援、子どもの福祉

などの団体を幅広く受け付ける 

◆助成金額：（表彰）・大 賞（２００万円）１団体 

             ・奨励賞（１００万円）２団体 

◆申込締切：平成２６年６月１０日（火）必着 

読売新聞大阪本社「よみうり子育て応援団大賞」

事務局  大阪市北区野崎町５－９ 

ＦＡＸ ０６－６３５５－６５２０ 

◎平成26年度(第40回) 

３館合同イベント！ 

第８回 交流サマーフェスティバル 
 谷塚児童センター 

 青少年交流センター 

 市民活動センター 

平成２６年５月１５日 発行 

発行元：草加市立市民活動センター 草加市谷塚町７５２番地 電話  ０４８－９２０－３５８０ ＦＡＸ  ０４８－９２５－１８７２ Ｅメール simin-katudo@city.soka.saitama.jp 

“伝えたいこと”として… 

・自治基本条例を伝えたい 

・不登校の子どものつらさと「枠ぐみのきつ 

 さ」 

・女性が経済力を持つことの困難さ 

・人とのつながりの大切さ、すてきさ 

 などが出されました。 

協働のひろば 兼 平成26年度 

第 1回 協働のひろば運営会議 
 ４月２４日（木）、１６名の参加で、３

テーブルに分かれて実施しました。 

 [交流]を軸に「知りたいこと」「伝えたい

こと」をテーマに話し合っていた だきま

した。ワークショップ（共同作業を基礎と

する学習会）の中から、“知りたいこと”

として… 

・活動センターの登録団体の内容、活 

 動の様子、活動団体のつなぎ方 

・住み良いまちってどんなまち？ 

・何でまちづくりが大切なのか？ など 



  ◆市内で活動する各部門の団体が、基金助成の審査を受けるために 

   プレゼンテーションします。  
  

【はじめよう部門】…５団体 

 ※はじめよう部門は書類審査のみのため、プレゼンテーションはありません。 

◆ミックスサラダ 

◆ゆったり爽日市庭実行委員会 

◆新栄団地見守りネットワーク 

◆「“癒し”としての自己表現展 in 草加」実行委員会 

◆外国人の防災を考える会 

【そだてよう部門】…６団体 

◆草加元気放送局 

◆スポ吹き あけびの会 

◆キビタキとわらしの会 

◆稲荷ホタルの会 

◆読書ボランティア連絡会 

◆ドレミファそうかハンドベル隊 

【うごかそう部門】…５団体 

◆ＳＭＡＣ(草加ミュージック・アクション・クラブ) 

◆心koko凪nagi 実行委員会 

◆おはなしの会サンサン 

◆埼玉県生態系保護協会 草加・八潮支部 

◆吉町青年会 

－３－ －２－ 

午前１０時～ 

草加市立高砂コミュニティセンター集会室にて 

平成25年度  

実績報告会を 

４月26日(土)に行いました 

   平成26年度  

公開審査会を 

６月８日(日)に行います 
午後１時～ 

草加市立高砂コミュニティセンター集会室にて 

◆審査方法 
 ふるさとまちづくり応援基金運営委員会が、プ

レゼン発表後、１団体づつ質疑応答を行い、以下

を基準に応募団体・企画事業の審査を行います。 

①団体の活動・企画の目標や問題意識が明確であ

ること 

②先進的な取組、個性ある活動であること 

③将来、自立して活動を継続・発展していけるか

どうか 

④助成が、有効に活用される事業計画・団体の活

動計画になっていること 

⑤助成後に、市のまちづくりや他の市民活動に波

及する効果が見込まれるものであること 

 助成金交付決定(及び交付)は６月下旬～７月上旬

です。 

吉町青年会 

おはなしの会サンサン 

心koko凪nagi 実行委員会 

◆平成25年度に草加市ふるさとま

ちづくり応援基金の助成を受けた団

体の実績報告会を開催しました。 

実績報告会当日の様子 

HOPES 

キビタキとわらしの会 

(「街の音ＬＩＶＥ」より) 

草加まなびのかけはし 

埼玉県生態系保護協会 

 草加・八潮支部 
ふらここ 

Film  echonica 

なかね和舟の会 

◆運営委員の感想より 
（要旨） 

・市民の力でおもしろいことが色々でき

ると思った。イベントを通して色んな人

を巻き込みながらこれからも頑張ってほ

しい。 

 

・草加の“まち”が良いと思った。ネッ

トワークをつくってやってほしい。 

 

・“つながり”を大事に

やってほしい。 

 

・新里文化センターのオー

プニングに参加など、地域

の交流が保てる活動は良い。 

●スケジュール... 

１部 実績報告会 午後1:00～3:30 

２部 Film echonica制作 

   アニメーション上映会 

         午後3:30～3:50 
 

●平成25年度助成団体 

【はじめよう部門】……２団体 

 ◆稲荷ホタルの会 

 ◆HOPES（ﾎｰﾌﾟｽ） 
 

【そだてよう部門】……５団体 

 ◆キビタキとわらしの会 

 ◆草加まなびのかけはし 

 ◆読書ボランティア連絡会 

 ◆ふらここ 

 ◆Film echonica（ﾌｨﾙﾑ ｴｺﾆｶ） 
 

【うごかそう部門】……６団体 

 ◆なかね和舟の会 

 ◆心koko凪nagi 実行委員会 

 ◆おはなしの会サンサン  

 ◆吉町青年会 

 ◆SMAC（草加ミュージック・アクショ    

  ン・クラブ） 

 ◆埼玉県生態系保護協会 草加・八潮支部 


