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朝夕はしのぎやすくなり、黄金色の稲穂がこうべを垂れる収穫の秋となりました。 

各地で祭囃子の音も聞かれ、この時期ならではの磐田らしさが感じられます。 

センターにはいろいろな情報がありますので、是非お立ち寄りください。 

 

 

             ◆ 登録団体の紹介 ◆（6月～8月) 

★いわたゆるママサークル

子育ママのゆる～いネットワークづくり

★しゅわ６（シックス）

磐田市内、紙芝居など手話のサークル

NEW

★センターからのお知らせ★

◆第３回 のっぽ情報ひろば 開催 ◆

日 時 ：９月２６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。

★センターでは、寄せられた団体の

困りごとなどをサポートし、

今後につながる支援をしていきたいと

考えています。

「子育てをしている時、社会とのかかわりを求めて“消費研究グループ・いそじ会”に参加して30年。これからも、もったい

ない精神でエコ運動を続けたい。」

「ボーイスカウトでの野外活動をしてた中で、近頃の親子は自然とのふれあいの機会の少なさを感じ、“みんなでうさぎ

山を楽しむ会”では、『あおぞらおさんぽ会』を開催している。」

「観光ガイドのボランティアもしてきているが、話だけでは伝わりにくいので、磐田に伝わる昔話などを紙芝居にして子ど

もたちにも分かりやすいように工夫している。」

「心の問題を抱えている人たちが周りにはいると思うが、身近な人が気付いてくれるとありがたい。学びながら支え合う

場として“丹誠会”の活動をしている。」

「“ともりあぬくもりの会”では、東日本大震災の体験談を朗読で演じている。機会が少ないことや伝わりにくいことが難

しい。」

など、活動を始めたきっかけを語っていただきました。

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～

日 時 ：Part.1 平成27年11月28日（土） 13:30～１６：３０

:Part.2 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

参加費 ：無料 定 員 ：25名



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！）

◆19th 手作り雑貨のお店 「はれのひ」◆ 

◆ わんわんクリーンナップ作戦◆ 

助成金名 応募締切 対象・備考 分野 申請書請求方法

 あいち　モリコロ基金

 一般財団法人　人間塾 10月31日

スポーツ
スミセイ
コミュニティスポーツ推進助成

サイトよりダウンロード 
☎03-6272-6147

　子ども

○福祉及び文化の向上に資することを目的に、障害
児・者、高齢者を対象として活躍するＮＰＯの支援、
「認定ＮＰＯ法人」を取得するための資金助成　１団体
３０万円　総額６００万円

○NPO/NGO、大学のクラブ・サークル、ボランティア
団体、地域の福祉団体　○中部地方（山梨県、長野
県、岐阜県、静岡県、愛知県）で活躍している団体：助
成金額１００万円

11月9日

○地域に根差し、健康課題の解決につながる先駆的
で独創的なスポーツの実践　○心身の障がいや長期
治療など社会参加に困難を抱える人々を中心としたス
ポーツの実践　助成金額１件あたり５０万円以下、件
数１０～１２件

10月31日

社会貢献活動に助成　○初期活動：４０～５０件程３０
万円、書類審査　○展開期活動：５０件１００万円　○
大規模活動：７～８件５００万円 書類審査及び公開審
査

地域
サイトよりダウンロード

☎ 052-971-7770
Fax 052-971-7789

10月31日 社会福祉
サイトよりダウンロード

  

サイトよりダウンロード 
☎03-5925-8660
Fax03-3352-2021

　損保ジャパン日本興亜福祉財団

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

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
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○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

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 
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　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
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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

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

マナー教室・公園清掃

⦿ワンちゃんと一緒に参加できる

マナー教室や防災ゲームもあるよ！

⦿公園内に落ちている犬のフンやゴミを拾ってキレイ

に掃除しよう！

日 時： １０月２５日（日）１０：００～１２：００（９：３０～受付）
☂ １１月１４日（土）→小雨の時は問合せ先へ

場 所：国分寺公園 （駐車場有）

対 象:犬を飼っている方 （犬同伴で）

♪ 参加費無料・当日、直接会場へ ♪

主 催：磐田市・どうぶつ共生防災ネットワーク

問合せ先 ：磐田市環境課 ☎ 0538－37－2702

日 時： 1１月１７日火）、２１日（土） １０：００～１２：００
☂17日→18日に延期・21日は中止します

Emeil：http://harenohi.hamazo.ｔｖ/

出展作家＆最新情報は「はれのひブログ」でチエック

”その時”に備えて

今、できる事ことを

一緒に考えましょう！

日 時： 1１月３0日（月）１０：０0～1２：０0
場 所： 豊田支所２Ｆ 大会議室

参加費： 無 料

＜問合せ先＞子どもの健康と環境を考える会

TEL・FAX 0538-33-7432(鈴木）

E-mail kokenkankai@hotmail.co.jp

磐田市危機管理課 TEL 0538-37-4903

◆ 「真希子ママの大震災お話会」◆

講師 ： 大竹 真希子さん

福島で被災され、母子3人で過酷な避難

所生活を過ごした後、浜松へ移住してき

たママの体験談を伺います。

Ｈ２７年度 磐田市協働のまちづくり提案事業

いわた防災ママプロジェクト

ぜったい役立つ！ママの防災力ＵＰ講座

～助成金情報～

～情報コーナー～

"はれのひの クリスマスギフト"

・アクセサリー・消しゴムはんこ・かごバック・キャンドル

・焼き菓子・ジャム、パンなどなど 楽しい事こといっぱい・・・

会場：上野さんちの庭「プリザ日和」さん宅

※サンクス明ケ島店の交差点から南へ３００ｍ

○エコバック持参で来てね!


