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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。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。
※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）
　　　　　　※７月の休館日は、11 日 ( 月 )・25 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 4年７月 1日　通算第 144 号

チャリティプレート助成金
障害者の小規模作業所や各種福祉団体などに設備や備品
を贈呈する援助事業です。
【助成対象】１）団体またはグループであること
○法人である必要はない。
○社会福祉法人および財団法人は特別の理由がない限り
選考の対象としない。（NPO法人は可）
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。
【支援内容】１件当たり 50 万円を上限
【募集期間】2022 年 7 月 1 日（金）～ 9 月 30 日（金）　
締切　【必着】
【詳細】http://www.jcpa.net/jcpa/
【お問合せ】　〒166－0012　東京都杉並区和田 1-5-18
アテナビル２階　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

2022 年度 特定活動助成
【対象団体】心のケアのための傾聴ボランティアとして活
動をしている団体（自然災害の被災者をはじめコロナ禍
で困難な状況にある人等を傾聴）
【応募資格】ⅰ）応募に際して、地元社会福祉協議会の推
薦を得ること。
ⅱ）団体として、既に一年以上の活動実績があること。
【助成金額】  最長 3 年間。年 50 万円を上限
【応募期間】 2022 年 7 月 29 日（金）※午後５時必着
【詳細・申請書ダウンロード】
https://www.univers.or.jp/
【お問合せ】公益財団法人　ユニベール財団
〒160-0004 東京都新宿区四谷 2-14-8 YPC ビル 5 階
TEL：03-3350-9002  　FAX：03-3350-9008

Panasonic NPO ／ NGO 
サポートファンド for SDGs 

【助成テーマ 】「貧困の解消」に向けて取り組む NPO の
組織基盤強化 
【対象団体】国内の貧困の解消または貧困と関連のある問
題の解消に向けて、組織診断や組織基盤強化を通して地
域または社会全体の貧困解消力を高めたい NPO のうち、
要件を満たす団体　※要件はHP参照
【助成金額】◆組織診断からはじめるＡコース～ 1 年目 1 
件あたり上限 100 万円　◆組織基盤強化からはじめるＢ
コース～ 1年目 1 件あたり上限 200 万円
【応募期間】2022 年 7月 15 日（金）～ 7月 31 日（日） 必着
【詳細】https://holdings.panasonic/jp/corporate/
　　　sustainability/citizenship/pnsf/npo_summary.html
【お問合せ】特定非営利活動法人市民社会創造ファンド
Panasonic NPO ／ NGO サポートファンド for SDGs 国内
助成・協働事務局（担当 霜田・坂本）
〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町 1-4-3 日本橋ＭＩ
ビル１階　TEL：03-5623-5055　FAX：03-5623-5057

公益信託　大成建設自然・歴史環境基金
【助成対象】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。
【助成要件】国内に拠点を置き、自然･歴史環境の保全活
用のために、活動や研究を行う非営利団体（個人による
申請は不可）で適正な運営、会計処理、情報公開を行っ
ていることが要件です。なお、大学の研究室が応募する
場合には、地域社会等と連携した活動であることも要件
となります。
【助成金額】1,500 万円程度、助成件数：３０件程。
【応募期間】2022 年 7月 29 日（金）事務局必着
【詳細】https://www.taisei.co.jp/about_us/society/kikin/
【お問合せ】 〒100－8241 東京都千代田区丸の内 1－3－3
みずほ信託銀行株式会社　個人業務部　信託業務開発
チーム　『公益信託 大成建設自然・歴史環境基金』 事務局
E-mail: koueki.tb@mizuhotb.co.jp
TEL：03-6631-7640

日時・会場

7/30（土）
旭川市市民活動交流センター

CoCoDe　（旭川市宮前 1条 3丁目）
10：30 開場　11：00開演

令和 4年

主催：旭川市市民活動交流センター CoCoDe

共催　陽の当たらなかった女性作曲家たち旭川実行委員会

後援：認定NPO法人　ウィメンズアクションネットワーク

石本裕子プロフィール

80 名　※要予約

無料

日時・会場

石本 裕子石本 裕子

ピアノコンサート
陽の当たらなかった女性作曲家たち～Vo.5

ピアノコンサート
陽の当たらなかった女性作曲家たち～Vo.5

【お問合せ・お申込み】
旭川市市民活動交流センター CoCoDe

TEL:0166-74-4151 Fax:0166-39-2131

〔申込みフォーム〕

https://forms.office.com/r/pyXBBGbcKK

開　場

定　員

入　場

旭川市市民活動交流センター

CoCoDe　（旭川市宮前 1条 3丁目）
WAN サイト内「陽の当たら

なかった女性作曲家たち」

24 人の女性作曲家エッセイ

と作品演奏を連載。WAN 助

成金により 17～18 年全国コ

ンサートツアー、好評裡に

NHK テレビ・FM 放送等に取

り上げられる。

2020 年、ドイツのナクソス

より女性作曲家コレクショ

ン、「先駆者たち～パイオニ

アたち」がリリース。18世

紀から現代まで 15人の女性

作曲家を網羅している。

7/30（土）

旭川では 2018 年 8 月
以来、２度目のコン
サートとなります

新型コロナ感染症対策のため、完全予約制となります。ご理解と

ご協力をよろしくお願い申し上げます。

また、予約された方で、当日、発熱および体調のすぐれない方は

ご来場をお控えいただくようお願いいたします。

旭川市市制施行 100 年記念事業

11：00～ 12：30
令和 4年

11：00 ～ 12：30

（子どもの入場可）

コンサート終了後、ランチご希望の方はハンバーグ弁当
を 500 円で提供します。コンサート予約時にお申し込み
ください。　提供：旅とぴあ北海道

石本裕子　プロフィール石本裕子　プロフィール

札幌生まれ、北星女子高音楽科卒、NY ジュリアｰド音楽

院にてバルトークの高弟ジョージ・シャンドール氏に師

事。 東京にて桐朋学園短大講師 10 年の勤務後、03 年

よりハンガリー在住。ハンガリー国立放送等の出演。

旭川市市制施行 100 年記念事業


