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               つながる ひろがる 

◆3/19„土‟市民活動フェスタ２０１６ 開催報告◆    

◆のっぽ事務スペースと交流スペースが リニューアルしました◆ 
 

 開館日 ： 月曜日～土曜日  閉館日 ： 日曜日・祝日     

  開館時間 ： ８：３０～１７：００   

  ★市民活動センターではこんなことができる！★                        

 

～助成金情報～

★センターからのお知らせ★

 平成２８年度は、桜が満開となった中でスタートしました。年度末から年度 

始めにかけ、模様替えをしていましたので、落ち着かない中でのご利用と 

なり、大変ご迷惑をおかけしました。ご協力ありがとうございました。 

 センターにはさまざまな情報があります。是非お立ち寄りください。 

ご挨拶) ４月１日より事務長になりました鳥居です。早く仕事を覚えるように 

頑張りますので、お気軽に声をかけてください。よろしくお願い致します。 

 

 

  ＜事務スペース＞ 

 ５月２１日„土‟全館停電のため、ご協力お願いします。    

      ＜交流スペース＞ 
ミーティングなどに便利なフリースペースです。 

自由にご利用下さい。„要予約‟ 

第1部10：00～12：00  

 ・Ｈ27年度磐田市協働のまちづくり提案事業報告会 

 ・パネルディスカッション 

第2部12：00～15：00 ・市民活動団体活動発表体験会 

 最初に、市民活動パネルコンテスト„ｗｉｎｔｅｒ‟の表彰式 

を行いました。市民活動大賞を受賞した「いわたゆるママ 

サークル」は、この日もチビッ子たちと一緒に参加し、 

会場を盛り上げてくださいました。その後、「ＶＣにじの 

かけはし」による“笑いヨガ”で和やかなムードに…。 

約200名の一般来場者は、各ブースの展示を見ながら、 

体験コーナーや販売会を楽しんでいました。出展団体 

からは「他の団体とも交流ができて良かった」「展示の 

仕方が勉強になった」などの感想が寄せられました。 

情報発信・収集、ミーティング、ボランティア 

市民活動に関する相談、ＮＰＯ法人設立相談 

印刷、コピー、紙折り機、ラミネートなど 

たくさんの笑顔をありがとう!! 



あなたの団体の情報をお寄せ下さい。
イベント・講座・会員募集・・・・etcお待ちしています。

　直接のご来館・ＦＡＸ・Ｅメールにて受付します（毎月20日〆2ヶ月程度先の情報までＯＫ！）

◆パンフレット紹介◆ 

 「人生最後の社会貢献 ＮＰＯへの 遺贈・相続寄付のススメ」  

～助成金情報～

～情報コーナー～

 認定ＮＰＯ法人浜松ＮＰＯネットワークセンターが作成した 

パンフレットです。近年、「遺贈・相続寄付」はＮＰＯへの大口寄付

として注目を集めていますが、静岡県ではこのようなしくみが

あることは、まだまだ知られていません。 

 地域のＮＰＯ関係者や社会貢献に関心のある方へ、このよう

な寄付の方法をお知らせするために、このパンフレットをご活

用ください。 

 当センターでも、寄付先のご相談に応じています。 

ご相談の際は、事前に下記までご連絡ください。 

磐田市市民活動センターのっぽ ＴＥＬ/Ｆ：Ｘ0538-36-1890 

 

◆ うさぎ山のあおぞらおさんぽ会 ◆ 

  てくてくおさんぽコース 

5月21日„土‟ 

【時間】１０時～１１時半 

のんびりおさんぽコース 

 ４月２１日„木‟ 

 ５月１９日„木‟ 

 ６月１６日„木‟ 

 【時間】１０時～11時半     わくわくイベント 

 ６月１８日„土‟ 

 【時間】１０時～11時半 

 ザリガニ釣り大会 

  300円/１人 

場所 ： うさぎ山公園 „磐田市鎌田2262‟ 

受付 ： ９：５０～ 受付場所…野球場側駐車場 

参加費 ：100円/1人あたり„保険代含む‟    

持ち物 ：帽子・水筒・レジャーシート・軍手・着替え 

※野外活動できる服装 „長袖・長ズボン・運動靴‟でおこしください。 

【問合せ先】 みんなでうさぎ山を楽しむ会  

           担当 :兼子 Tel/Fax 0538-34-0095  

助成金名 応募締切 対象・備考 分野 申請書請求方法

みずほ教育福祉財団

老後を豊かにするボランティア活動
資金助成事業

子ども

　　郵送　420－0031
静岡市葵区呉服町1－3－14

ＹＳ静岡呉服町ビル７Ｆ
054－266－3790

パタゴニア

公益財団法人

木口福祉財団助成金
4月14日

環境保護

（有）池田屋

サイトよりダウンロード
☎ 0797-35-5261

福祉

直接行動する課題を持った、草の根で活動する小規模なグ
ループや、自然環境を保護/回復させようとする複数のキャ
ンペーンに取り組んでいるようなグループを支援する。1団
体20万円～70万円

①障がい者を支援する福祉活動、ボランティア活動に取り
組む団体で平成27年度以降に当財団の助成を受けていな
い団体・グループ上限額：1件あたり100万円、総額2,000万
～2,400万円（予定）

4月30日

地域に根ざしてアクティブに、アクエイティブに、子どもたち
の生きるちからを育む市民活動団体（ＮＰＯ）や個人の活動
を支援するために設立した公募型の基金、助成金額　１事
業30万円以下

4月28日
地域で高齢者のための活動を進めている団体①ボランティ
ア数１０人から５０人程度②結成以来の活動実績２年以上
助成額　上限　1グループにつき10万円

福祉
サイトよりダウンロード

☎0538－37－9617

4月30日 サイトよりダウンロード

助成金名 応募締切 対象・備考 分野 申請書請求方法

公益信託　大成建設株式会社

歴史環境基金

Pnasonic NPOサポートファンド 7月16~31

国際交流公益財団　かめのり財団

サイトよりダウンロード 
03-3574-5665 

　環境
/子ども

①自然環境保全に資する樹木や草花の植樹の実
施、②自然環境保全活動の実施　③自然環境保全
に資する調査や研究の実施　④自然環境保全に資
する教育や諸啓発活動の実施、総額：750万円程度
を予定

○環境分野ー環境問題に取り組み、強い市民社会
の創造を目指すNPO/NGO　○子ども分野ー新しい
社会の創造を目指し、先駆的な活動と自己変革の
挑戦すNPO/NGO　１団体 上限２00万円

9月11日

日本とアジア・オセアニアの若い世代を中心とした
相互理解・相互交流の促進や人材育成に草の根で
貢献し、今後の活動が期待される個人または団体
を顕彰します。10件50万円

7月31日
国内ならびに開発途上国の自然・歴史環境の保全
活用にかかわる活動や研究  総額：1,500万円　助
成件数：30件程度

歴史環境
サイトよりダウンロード

☎ 03-3274-9210 
Fax 03-3274-9504

7月31日 自然環境 サイトよりダウンロード
 03-6659-6310 

サイトよりダウンロード 
☎03-3234-1694
Fax03-3234-1603

公益財団日野グリーンファンド
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