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         平成27年度 みんなの活動応援講座 

 ◆もっと磐田を好きになる！楽しいまちづくり・仕掛け人◆開催報告    

   日 時 : 平成27年12月13日（日） ９：３０～１２：００     

 場 所 ：豊田支所２F大会議室                            

  講 師 ：プロセスコンサルタント 守本 尚子氏 

 Paｒｔ２は「みんなで楽しい企画を作ろう!」でした。ジェスチャー付きの自己紹介 

から始まり講座は楽しく進められました。まずは、3人グループになり、質問する・答える・記録する 

という担当に分かれて、各団体のカルテを作りました。そして、グループ毎に各々の活動を活かし、つなげる 

企画を考案！ 真剣に取り組んだ「楽しい企画」作りは、時間が足らないくらいでした。参加者からは、「無理 

だと思うことがなくなりそう」「日頃、抱えていた問題解決のヒントがつかめた」などの感想が聞かれました。 

ここで、企画したことが実施されるといいですね。 

 

◆第４回 のっぽ情報ひろばを開催します◆ 
 

 日 時 ：平成28年１月２３日(土） １３：３０～１５：３０ 場 所 ：のっぽ交流スペース 

 情報ひろばは、ボランティアや市民活動に関心のある方ならどなたでも参加で 

 きます。各団体のイベント情報などの紹介や、活動時の困りごとなどを相談し合 

 います。話すテーマは興味のあることなら何でもOK。 

 

 

                                                    

～助成金情報～

★センターからのお知らせ★

 新年明けましておめでとうございます。 

例年になく温暖な天候となり、穏やかなお正月を迎えられたのでは 

ないでしょうか。市民活動センターでは、磐田がさらに住みやすく、 

素敵なまちになっていくことを願っています。 

皆様の活動がさらに発展されていきますように応援してまいります。 

本年もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

今回の体験は団体活動をスムーズにする上で大切な”人と繋がるコミュニケ―ションを学ぼう!”です。 

TOYODA SCOUT RANCH 代表：大山 毅氏がお話します。ぜひご参加ください。 

  つながる ひろがる 

◆市民活動フェスタ２０１６ ブース出展団体を募集中◆ 

   パネル展示の他、体験会や販売を通して活動PRや会員募集もできます。 

     ：ブース出展の可否を１/２９（金）までにお知らせ下さい。 

        

 来場者に投票していただき、投票数の多い順位に各賞を決定しました。 

 ♡市民活動大賞…いわたゆるママサークル  ♡市民センター賞…浜松東年金受給者協会磐田支部 

 ♡特別賞…子どもの健康と環境を考える会 皆さん、ご参加ありがとうございました。 

  

 

◆市民活動パネルコンテスト ２０１６（Winter) 結果発表    



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！）

  ◆ 未来シャッター◆ 
  2016年1月30日上映決定!! 

ここで、企画したことが実施されるといいですね。 

 

 

   自分たちの未来は自分たちで創る 

～助成金情報～

～情報コーナー～

日 程：2016年1月30日（土） 

時 間：開場13：00 上映13：30 （７0分） 

   上映会終了後、監督とのトークセッション有り 

料 金：1口100円以上のカンパをお願いします。    

  ※運営費に使わせて頂きます。 

定 員：150名 
会 場：静岡産業大学磐田キャンパス 大講義室（２３０１ 教室） 

問合せ先：静岡産業大学総合研究所（磐田） 

     Tel:0538-37-3851  Fax:0538-36-8800（池田） 

申込先：e-mail:souken-iwata@ssu.ac.jp 

日 程：2016年1月31日（日）  時 間：9：30～16：00 

会 場：ワークピア磐田      入場無料（Free Adomission）  

       

    

 

 "IWATA  INTERNATIONAL  FORUM2016” 

◆ インターナショナルフォーラム ２０１６

    ワールドステージ 

 見よう！聞こう！ 

 民俗衣装で集合～！ 

 世界のパフォーマンス 

・タヒチアンダンス・空手 

・サンバ・ブラジルダンスなど 

      スピーチ＆講演会 

 日本語教室の 

    生徒によるスピーチ 

講師：学校法人 

  ムンド デ アレグリア学校 

校長：松本雅美氏 

【問合せ先】 いわた インターナショナル フォーラム  ２０１６ 実行委員会事務局 

磐田国際交流協会：Tel0538-37-4988 Fax0538:34:2496 Email:ice@iwataice.jp 

助成金名 応募締切 対象・備考 分野 申請書請求方法

 一般財団法人

ハウジングアンドコミュニケィ財団
住まいとコミュニティづくり活動助成

公益財団法人

区画整理促進機構
平成27年度　街なか再生助成金

1月15日

環境保護
コンサべ―ション・アライアンス
ジャパン㈱ヨンロク二

　まちづくり

古来各地に伝わる「民族芸能」（1件70万円）並びに「民族技術」（1
件40万円）の継承、とくに継承者育成のための諸活動に努力をし
ている個人または団体を助成します。申込内容を検討の上、具体
的な助成金額を決定します

①街なかの再生に寄与する市街地整理を推進する（まちづくりを
推進するための組織の立ち上げや組織の活動、講演会、勉強会
など）②街なか再生に寄与するために実施する取組（街の新たな
魅力や可能性の発掘など）が対象助成金1件100万円

2月15日
アウトドアフィールドの保全や保護のために活動している団体に
活動資金助成。支援金の金額はグループ・団体で100,000円から
500,000円の範囲となります

1月20日

「住まいとコミニュティづくり」に関わる分野の活動を助成①社会
のニーズに対応した住まいづくり②住環境の保全・工場③地域コ
ミュニティの創造・活性化④その他（豊かな居住環境の実現につ
ながる活動）1団体上限100万円

複数分野
サイトよりダウンロード

☎ 03-6809-1408

1月29日 伝統文化 サイトよりダウンロード

 サイトよりダウンロード 
郵送　150-0002 東京都渋谷
区渋谷3-2-13高橋ビル201

明治安田・クオリティオブライフ
文化財団

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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