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新着

真如苑　市民防災・減災活動公募助成
　防災の基本理念とされる「自らのいのちは自らが守
る」「自分たちのまちは自分たちで守る」に沿い、災
害に対する備え、相互連携・支援活動をされる団体へ
の助成です。

１申請事業に
対し

上限50万円

5/31
（金）

（当日消
印有効）

真如苑「Shinjoプロジェク
ト」市民活動公募助成事務局
〒190-0015東京都立川市泉
町935-27
TEL:042-538-3892
FAX:042-538-3841

http://shinj
o-project.jp

№1

2019年度「ボランティア」活動助成
①シニアボランティア活動助成
　シニア（年齢 満60歳以上）のボランティア活動の
振興と社会福祉の向上に寄与することを目的とする活
動助成です。

②ビジネスパーソンボランティア活動助成
　ビジネースパーソンのボランティア活動の振興と社
会福祉の向上に寄与することを目的とする活動助成で
す。

③地域保健福祉研究助成
　地域で保健・医療および福祉の活動に従事されてい
る方々の研究を支援することにより、わが国の保健・
医療および福祉の向上に寄与することを目的とする。

①・②
1件原則10

万円
（総額原則
1,000万円

以内）

③
1件原則30

万円
（総額原則
1,000万円

以内）

5/25
（土）

（当日消
印有効）

公益財団法人　大同生命厚生
事業団　事務局
〒550-0002
大阪府大阪市西区江戸堀1丁目
2番1号　大同生命大阪本社ビ
ル内
TEL:06-6447-7101
FAX:06-6447-7102

http://www
.daido-life-
welfare.or.j
p/

№1

公益財団法人　太陽生命厚生財団
2019年度　社会福祉助成事業

①事業助成
　ボランティアグループ等が在宅高齢者または在宅障
がい者等のために福祉活動や文化活動を行うために必
要な費用または機器、機材、備品等を整備するための
費用に対する助成です。

②研究助成
　社会福祉法人または民間機関等が実施する高齢者保
健・医療、生活習慣病に関する研究または高齢者福祉
に関する研究または調査に必要な費用に対する助成で
す。

①
1件

10万円～
50万円

②
1件

30万円～
50万円

6/30
（日）

（必着）

公益財団法人　太陽生命厚生
財団　事務局
〒143-0016
東京都大田区大森北1-17-4
太陽生命大森ビル
TEL:03-6674-1217
FAX:03-6674-1217

http://www
.taiyolife-
zaidan.or.jp

/

助成金情報 詳細は必ずホームページ等にて 

ご確認ください。  

社会福祉法人長野県社会福祉協議会 

 まちづくりボランティアセンター(長野市若里7-1-7) 
TEL 026-226-1882 / FAX 026-228-0130 
E-mail vcenter@nsyakyo.or.jp 
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№1

2019年度植山つる児童福祉研究奨励基金
　児童福祉の実践処遇の仕事に情熱をもやし、自らの
技術と専門性を高めるために積極的に研究活動に励む
保育士等職員の研究活動を奨励するために、研究費の
一部を助成するための奨励基金です。
①研究A（自主研究）
②研究B（専門研究）

①
１件20万円

以内
（総額100

万円）

②
１件

100万円以
内

8/9
（金）

（必着）

植物つる児童福祉研究奨励基
金運営委員会
〒100-8980
東京都千代田区霞が関3-3-2
新霞が関ビル
社会福祉法人全国社会福祉協
議会　児童福祉部内
TEL:03-3581-6503
FAX:03-3581-6509

https://ww
w.shakyo.or
.jp/

Ｈ30
№27

2019年度　ドナルド・マクドナルド・ハウ
ス財団助成事業
　難病児及びその家族を支援する福祉、医療分野にお
けるボランティア団体への助成事業です。

総額
200万円

5/31
（金）

（当日消
印有効）

ドナルド・マクドナルド・ハ
ウス財団　2019年度助成金
担当宛
〒163-1339
東京都新宿区西新宿6-5-1新
宿アイランドタワー39階

https://ww
w.dmhcj.or.j
p/foundatio
n/results/2
019.html

Ｈ30
№26

2019年富士フィルム・グリーンファンド
　身近な自然を守るために地域に根づいた活動をして
きた方、あるいは環境保全の研究を実際に進めてきた
方で、この助成によって大きな進展が望める活動や研
究を対象とする助成事業です。

総額
850万円

5/7
（火）

一般財団法人　自然環境研究
センター内　公益信託富士
フィルム・グリーンファンド
事務局
〒130-8606
東京都墨田区江東橋3-3-7
TEL:03-6659-6310（代
表）
FAX:03-6659-6320

http://www
.jwrc.or.jp/

Ｈ30
№26

一般財団法人日本おもちゃ図書館財団｢平成
31年度　おもちゃセット助成事業｣
　
【既設のおもちゃ図書館におもちゃセット助成事業】
　既設の「おもちゃ図書館」を対象に、ボランティア
が運営する全国の「おもちゃ図書館」や、老人福祉施
設・老人ホーム等に開設する「おもちゃ図書館」にお
もちゃの助成をする事業です。

【新設のおもちゃ図書館におもちゃセット助成事業】
　年度内開設を準備している「おもちゃ図書館」等を
対象に、ボランティアが運営する全国の「おもちゃ図
書館」や、老人福祉施設・老人ホーム等に開設する
「おもちゃ図書館」におもちゃの助成を行っていま
す。

【老人福祉施設・老人ホーム等におもちゃ図書館開設
支援事業】
　ボランティアが運営する全国の「おもちゃ図書館」
や、老人福祉施設・老人ホーム等に開設する「おも
ちゃ図書館」におもちゃの助成を行っています。

【既設のおも
ちゃ図書館】
おもちゃセッ

トを提供
（10万円相

当）

【新設のおも
ちゃ図書館】

①
おもちゃセッ

トを提供
（20万円相

当品）

②
開設の際に必
要な物品等の

購入費用
（10万円以

内）

【老人福祉施
設・老人ホー

ム等】
おもちゃセッ

トを提供
（5万円相

当）

5/25
（土）

（必着）

一般財団法人　日本おもちゃ
図書館財団
〒108-0014
東京都港区芝5-31-15　セン
チュリー三田ビル7階
TEL:03-6435-2842
FAX:03-6435-2843

http://www
.toylib.or.jp/

Ｈ30
№26

2019年度ニッセイ財団　高齢社会助成－共
に生きる地域コミュニティづくり－地域福祉
チャレンジ活動助成
　超高齢・人口減少社会を活力あふれる社会へを趣旨
として、地域包括ケアシステムの展開、そして深化
（高齢者を中心に全世代支援・多世代交流を志向）に
つながる活動へチャレンジするための助成です。

2年間最大
４00万円
（1年最大
200万）

5/31
（金）

（当日消
印有効）

公益財団法人日本生命財団
高齢社会助成　事務局
〒541-0042
大阪市中央区今橋3-1-7　日
本生命今橋ビル4F
TEL:06-6204-4013
FAX:06-6204-0120

http://www
.nihonseime

i-
zaidan.or.jp
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Ｈ30
№26

2019年度ニッセイ財団　高齢社会助成－共
に生きる地域コミュニティづくり－実践的研
究助成（実践的課題研究・若手実践的課題研
究）
　超高齢・人口減少社会を活力あふれる社会へを趣旨
として、研究者と実践家が協働して現場の実践をベー
スにした、実践に役立つ成果をあげるための実践的研
究への助成です。

【実践的課題
研究】

1件2年間最
大400万
（1年最大
200万）

【若手実践的
課題研究】
総額約500

万
（1件最大
100万）

6/15
（土）

（当日消
印有効）

公益財団法人日本生命財団
高齢社会助成　事務局
〒541-0042
大阪市中央区今橋3-1-7　日
本生命今橋ビル4F
TEL:06-6204-4013
FAX:06-6204-0120

http://www
.nihonseime

i-
zaidan.or.jp

Ｈ30
№26

みずほ教育福祉財団
第36回「老後を豊かにするボランティア活
動資金助成事業」
　高齢者を主な対象として活動するボランティアグ
ループおよび地域共生社会の実現につながる活動を
行っている高齢者中心のボランティアグループに対
し、活動において継続的に使用する用具・機器類の取
得資金を助成します。

1グループ
上限

10万円
（115グ

ループ予定）

5/24
（金）

（必着）

益財団法人みずほ教育福祉財
団　福祉事業部
〒100-0011
東京都千代田区内幸町1-1-5
みずほ銀行内
TEL:03-3596-4532
FAX:03-3596-3574

http://www
.mizuho-
ewf.or.jp/

Ｈ30
№26

みずほ教育福祉財団
第17回「配食用小型電気自動車寄贈事業」
　高齢者を対象とした福祉活動を支援するため、みず
ほフィナンシャルグループ役職員からの募金を主な原
資として、高齢者向けに配食サービスを行っている民
間団体に対し、配食用小型電気自動車（愛称：みずほ
号）の寄贈をします。

※都道府県・指定都市または市区町村社会福祉協議
会、あるいは全国食支援活動協力会のいずれかよる推
薦が必要です。

10台
（10団体）

（予定）

6/7
（金）

（必着）

公益財団法人みずほ教育福祉
財団　福祉事業部
〒100-0011
東京都千代田区内幸町1-1-5
みずほ銀行内
TEL:03-3596-4532
FAX:03-3596-3574

http://www
.mizuho-
ewf.or.jp/
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