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新着 読売新聞社

https://info.yomiuri.co.jp/contest/lfmd/kosodate.html

ビジネスパーソンボランティア
活動助成

　地域で保健・医療および福
祉の活動に従事されている
方々の研究に対して助成し
ます。

上限３０万円
特に優秀な研究は上限５０
万円

6/9
（水）
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
〒530-8551
大阪市北区野崎町5-9
TEL:06-6881-7228(平日9
時～17時）
FAX:06-6881-7229
Eメー
ル:taisyo@yomiuri.com

第１５回よみうり子育て応援団
大賞

　優れた子育て支援に
取り組む団体や、発足
したばかりのグループ
を応援します。

大賞（２００万円）１団体

奨励賞（１００万円）２団
体

選考委員特別賞（２０万
円）

おもちゃセット（２０万円相
当）
物品等購入費用（１０万円）

新着
一般財団法人
日本おもちゃ図書館財団

https://www.toylib.or.jp

シニアボランティア活動助成

　　　　　　　　　　　　№2

新着
公益財団法人
大同生命厚生事業団

　シニア（年齢満60歳以上）
のボランティア活動を応援し
ます。

５/25
（火）

（当日消
印有効）

http://www.daido-life-welfare.or.jp/

おもちゃセット（５万円相当）

５/21
（金）

（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

おもちゃ図書館におもちゃセッ
ト助成事業
　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
人ホームに開設する「おもちゃ図書
館」におもちゃ等を助成します。

既設のおもちゃ図書館

新設のおもちゃ図書館

【新設】老人福祉施設・
老人ホーム等

おもちゃセット
（１０万円相当）

公益財団法人大同生命厚
生事業団事務局
〒550－0002
大阪市西区江戸堀1－2－
1大同生命大阪本社ビル
内
TEL:06-6447-7101
FAX:06-6447-7102

※申込書は当財団HPより
ダウンロードできます。

　ビジネスパーソンのボラン
ティア活動を応援します。

地域保健福祉研究助成

上限１０万円
特に内容が優れている場合
は上限２０万円

公益財団法人都市緑化機
構企画調査部
〒101-0051
東京都千代田区神田神保
町3-2-4田村ビル2階
TEL:03-5216-7191
Eメー
ル:midori.info@urbangreen.
or.jp

緑の環境プラン大賞

屋上・壁面緑化技術コ
ンクール

助成分野・助成額の詳細
については、財団HPをご
覧ください。新着

公益財団法人都市緑化機
構

都市緑3表彰の募集
　緑の保全や創出に携わる「市民」
「事業者」「公共団体」等による様々な
取組みを支援します。

https://www.urbangreen.or.jp

緑の都市賞

6/30
(水）

9/30
（木）

一般財団法人公園財団
「公園・夢プラン大賞」係
〒112-0014
東京都文京区関口1-47-
12江戸川橋ビル2階
TEL:03-6674-1188
FAX:03-6674-1190
Eメー
ル:yumeplan@prfj.or.jp

「やりたい夢」部門

最優秀賞５万円のギフト券1
本
優秀賞３万円のギフト券２本
入選１万円のギフト券５本

公園・夢プラン大賞
　全国の公園緑地を舞台に、市民に
よる自由な発想で実施されたイベント
や活動、これからやってみたいアイデ
ア・プランを募集します。

「実現した夢」部門

新着 一般財団法人公園財団

最優秀賞１０万円のギフト券
1本
優秀賞５万円のギフト券２本
入選１万円のギフト券５本

https://yumeplan.prfj.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(長野市中御所岡田98番地1)
TEL 026-226-1882 / FAX 026-227-0137
E-mail vcenter@nsyakyo.or.jp
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5/31
（月）

（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.nihonseimei-zaidan.or.jp/kourei/02.html

R2
№23

公益財団法人みずほ教育
福祉財団

第１９回「配食用小型電気自
動車寄贈事業」（令和３年度）

　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
用小型電気自動車の
寄贈を行います。

※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による

推薦が必要です。

13台（13団体）予定
6/4
（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
TEL:03-3596-4532
FAX:03-3596-3574
Eメー
ル:FJP36105@nifty.com

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

R2
№23

ニッセイ財団

２０２１年度地域福祉チャレン
ジ活動助成【人生１００年時代
の社会システム・持続可能な
地域づくりへのチャレンジ】

　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・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。

１件２年間最大４００万円
（１年最大２００万円）

4/30
（金）

（期間内
に必着）

一般財団法人
Future for Children FELLO
ＷS財団　事務局宛
〒151-0061
東京都渋谷区初台1-47-3
小田急初台ビル７F
TEL:03-6276-1622
FAX:03-5304-2339
Eメール:info＠fcfzaidan.jp

https://fcfzaidan.jp/subsidy.html

R2
№23

公益財団法人みずほ教育
福祉財団

第３８回「老後を豊かにするボ
ランティア活動資金助成事業」
（令和３年度）

　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。

※都道府県・指定都市また
は市区町村社会福祉協議
会の推薦が必要です。

１グループ上限１０万円
（１１０グループ予定）

5/21
（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
TEL:03-3596-4532
FAX:03-3596-3574
Eメー
ル:FJP36105@nifty.com

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

R2
№23

一般財団法人Future for
Children FELLOWS財団

2020年度児童養護施設等助
成金

　入所者の教育環境の
充実と、学習環境に有
用とされる設備等の購
入及び活動に必要な資
金の全部または一部を
助成します。

１施設上限５０万円

令和３年度いきいき中高年社
会貢献活動支援助成金

 中高年者が経験や知
識を活かして地域づく
り、社会貢献しようとす
る公益性・継続性の高
い事業に対して助成し
ます。

１５万円限度
（助成対象事業費の３分
の２以内）

電動車椅子
１施設につき１台

4/23
（金）
必着

公益財団法人長野県長寿
社会開発センター
〒380-0936
長野市中御所岡田98-1
長野保健福祉事務所庁舎
2F
TEL:026-226-3741
FAX:026-226-8327

http://www.nicesenior.or.jp/

R3
№1

公益財団法人みずほ福祉
助成財団

6/25
（金）

（当日消
印有効）

公益財団法人みずほ福祉
助成財団事務局
〒100-0011
東京都千代田区内幸町1-
1-5みずほ銀行内幸町本
部ビル
TEL:03-3596-5633
FAX:03-3597-2137

http://mizuhofukushi.la.coocan.jp/

２０２１年度社会福祉助成金

２０２１年度電動車椅子贈呈事
業

　社会福祉の向上に寄与す
ることを願って、社会福祉に
関する諸活動に対して助成
を行います。

　障がい児者の方々のより
積極的な社会参加を推進す
る観点から行っているもので
す。

総額３，０００万円予定（２
０万円～１００万円かつ事
業（研究）総額の９０％以
内）
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