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旭川市市民活動交流センターＣｏＣｏＤｅ

通信
市民活動を支援する助成金の情報をお届けします。

※助成金情報の詳細は、WEB で助成元団体のホームページへアクセスしてご確認ください。
※インターネット環境が身近に無い場合は、CoCoDeまでお越しください。情報閲覧コーナーのパソコンをご利用頂けます。
※旭川市民活動情報サイト（http://asahikawa.genki365.net/）では、下記以外の助成金情報も掲載しています。

助成金情報等

住   所　　〒078-8391　旭川市宮前 1 条 3 丁目 3-30
T  E  L　　 0166-74-4151　
F  A  X　　0166-39-2131
E-mail　　info@cocode.jp
U  R  L　　 http://asahikawa.genki365.net/

開館時間　　 9：00 ～ 22：00
休  館  日　　毎月第 2・第 4 月曜日（祝日の場合は翌日）
　　　　　　※9 月の休館日は、13 日 ( 月 )・27 日 ( 月 ) です。

指定管理者　 特定非営利活動法人旭川 NPO サポートセンター

発　行：旭川市市民活動交流センターＣｏＣｏＤｅ  発行日：令和 3 年 9 月 1 日　通算第 134 号

読売福祉文化賞
新しい時代にふさわしい福祉活動に取り組んでいる団体
などを応援します。新たな福祉文化を創造する “担い手”
を募集します。

【表彰部門】
障害者や子どもの福祉を中心に福祉全般を対象とする「一
般部門」、高齢者を支援する福祉活動を対象とする「高齢
者福祉部門」、各３件（トロフィーと副賞各 100 万円）

【応募締切】2021 年 9 月 30 日（木）当日消印有効
【発表】2021 年 12 月に読売新聞紙上で発表し、オンライ
ンで表彰式を開催予定。

【詳細】https://www.yomiuri-hikari.or.jp/
【お問合せ】〒100ｰ8055 東京都千代田区大手町 1-7-1
社会福祉法人　読売光と愛の事業団「福祉文化賞」係
TEL：03-3217-3473　FAX：03-3217ｰ3474

重い病気を抱える子どもの学び支援活動助成 
【対象事業 】重い病気により長期入院や長期療養をして
いる子どもの意欲を高め、学びに取り組む手助けとなる
事業
課題解決に向けた問題提起やユニークな視点を含んだ企
画であり、同じ課題に取り組む人たちが参考にできるモ
デルとなることが期待できる活動を重視します。

【対象団体】上記助成テーマで活動を行っている非営利団
体～特定非営利活動法人（NPO）、財団法人、社団法人、
社会福祉法人など 

【助成金額】助成総額 1,000 万円 程度
1 件あたり 50 ～ 200 万円程度を想定

【応募期間】 2021 年 9 月 24 日（金）必着 
【詳細・申請書ダウンロード】
https://benesse-kodomokikin.or.jp/subsidy/

【お問合せ】〒 277ｰ0831 千葉県柏市根戸 206ｰ3 北柏ビル 
2F ㈱グロップ内 ベネッセこども基金助成事務局
TEL：04-7137-2570　10 ～ 17 時（土日祝除く）

チャリティプレート助成金
【助成対象】設立日時～助成年度の前年の４月１日までに
設立されていること。在籍する障害者について（職員を
除く） 全体で５名をこえること。ほか
申請物件～使用目的および緊急性が明確であることを重
視し、以下の条件による 。
○設備・備品・車両　○できるだけ１種類とする。
○物件の使用主体が職員であってはならない。ただし介
助はこの限りではない。　ほか

【対象団体】①団体またはグループであること
②アクティビティ・センター（自立生活センター、グルー
プホームなど） または、小規模作業所であること。

［活動地域］ 日本国内
【助成金額】１件当たり 50 万円上限
【応募期間】 2021 年 9 月 30 日（木）　締切　【必着】
【詳細】http://www.jcpa.net/jcpa/?page_id=13
【お問合せ】特定非営利活動法人　日本チャリティプレー
ト協会　担当　諏訪
TEL：03-3381-4071 　FAX：03-3381-2289

ボランティア活動助成
【応募課題】①高齢者、障がい児者、子どもへの支援活動
及びその他、社会的意義の高いボランティア活動 
※2018 年度以降（第 25 回～ 27 回）に当財団から助成
を受けた団体は、応募資格がありません。
②地震・豪雨等による大規模自然災害の被災者支援活動 

【応募資格】5 名以上で活動し、かつ営利を目的としない
団体（任意団体、NPO 法人、財団法人、社団法人、大学
のボランティアサークル等）

【助成金額】上限 30 万円（１団体あたり）
【受付期間】2021 年 9 月 15 日（水）（当日消印有効）
【詳細・申請書ダウンロード】
https://www.daiwa-grp.jp/dsf/grant/outline.html

【送付・お問合せ】〒104-0031 東京都中央区京橋 1-2-1　
大和八重洲ビル　公益財団法人  大和証券福祉財団  事務局 
TEL：03-5555-4640　FAX：03-5202-2014

年賀寄付金

助成金説明会

9 月 20 日 (月・祝 ) 

  15：30 ～ 16：30
17：00 ～希望者のみ個別相談 ( オンラインも可 )

旭川市市民活動交流センター CoCoDe
( 旭川市宮前 1条 3丁目 3－30)

日本郵便株式会社年賀寄付金事務局担当者が、申請書の書き方や申請の際のポイントなどを説明し

ます。初めて助成金を申請する方や検討中の方などのご参加をお待ちしております。

※なお、新型コロナ感染状況によってはオンラインでの説明会となりますことをご了承ください。

  参加費　  無料   定　員　  10 名

日時

場所

  対　象
  NPO法人、社会福祉法人、更生保護法人、

  一般社団法人、 一般財団法人、公益社団法人、 

  公益財団法人

  参加費　  無料   定　員　  10 名

【これまでの申請事業の例】

①社会福祉の増進～高齢者などの余暇活動支援のた

めの自転車タクシー運用実験・子ども貧困解消のた

めのフードバンク事業

②非常災害時の被災者の救助・災害の予防～・障が

い当事者も参画した防災学習、防災訓練事業

◆事業詳細は https://www.post.japanpost.jp/kifu/ を

ご覧ください。
【参加申し込み】 

旭川市市民活動交流センター CoCoDe

電話 : 0166-74-4151  Mail : info@cocode.jp

【参考】

・1件当たりの上限額 500 万円

・助成総額　約 3億円（2021 年事業実績）

年賀寄付金配分事業とは？
日本郵便株式会社が、国民の福祉の増進を図ること

を目的として発行してきた「寄付金付きお年玉郵便

切手・はがき」。この寄付金を法律に定められてい

る 10 の分野の事業を行う団体に配分しています。

年賀寄付金配分事業とは？
日本郵便株式会社が、国民の福祉の増進を図ること

を目的として発行してきた「寄付金付きお年玉郵便

切手・はがき」。この寄付金を法律に定められてい

る 10 の分野の事業を行う団体に配分しています。

  対　象
  NPO法人、社会福祉法人、更生保護法人、

  一般社団法人、 一般財団法人、公益社団法人、 

  公益財団法人

旭川市市民活動交流センターではまん延防止等重点措置を受けて 8月 20 日（金）から 9月 12 日（日）の間、

臨時休館することとなりました。　※9月 13 日（月）は、定例休館日となります。

尚、休館中のお問い合わせにつきましては、電話・FAX・メールにて午前９時から午後５時の間に受け付

けております。　※臨時休館期間は、感染の状況により、変更となる場合があります。今後の情報にご留

意ください。

利用者の皆さまには大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

臨時休館のお知らせ


