愛媛県
H27.10

vol.４

あなたの“あったかい気持ち”が“愛顔”あふれる愛媛をつくります。
「あったか愛媛ＮＰＯ応援基金」は、趣旨に賛同していただいた県民や企業の皆様から
のご寄附により運営しています。
☆平成２７年度（H27.9 末現在）は、次のとおり寄附のお申し出をいただいています。

寄附額
（内訳）

４，２３３，
２３３，４１６円
４１６円

企業・団体

４，２１８，４１６円

個人

１５，０００円

（２２団体）
（２名）

たくさんのご寄附をいただき、本当にありがとうございます。
基金の活用状況については、次ページをご覧ください。
☆ご寄附いただいた皆様をご紹介します。
企業・団体等（五十音順・
企業・団体等（五十音順・敬称略）
五十音順・敬称略）
一般寄附
イオンリテール㈱

(一社)愛媛県建設業協会喜多支部

(一社)愛媛県法人会連合会

伊予鉄道㈱

NPO 法人にいはま市民企画ノポック

愛媛県信用農業協同組合連合会

愛媛信用金庫

㈱伊予銀行

㈱タツノコ

㈱マルナカ

(公社)愛媛県栄養士会

(公社)愛媛県宅地建物取引業協会

東レ㈱愛媛工場

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾁｬﾚﾝｼﾞ 2015 協力有志

マックスバリュ西日本㈱

松山空港ビル㈱

非公表

２団体

分野希望寄附
分野希望寄附
(一社)愛媛県医師会

(公財)関奉仕財団

(公社)愛媛県看護協会

生活協同組合コープえひめ

個人

匿名希望

２名

ありがとう
ございました！！

基金を活用した助成事業等のご紹介
基金に寄せられたご寄附を活用し、ＮＰＯ法人への支援（活動助成事業）
及びセミナー等の開催（育成支援事業）を行っています。
平成２７年度ＮＰＯ法人活動助成事業（団体支援助成）の助成団体が決
定しましたのでご紹介します。
＊ＮＰＯ法人活動助成事業（協働事業助成）、ＮＰＯ法人育成支援事業（地域協働
推進活動助成）の助成団体については、Vol.３でご紹介しました。

☆ＮＰＯ法人活動助成事業（団体支援助成）
助成内容：ＮＰＯ法人の活動基盤強化のため、事業費
及び管理費に充当できる助成金です。

助成団体が
決定しました！！

助成金額：１団体あたり２５万円以内
助成数 ：１０団体

①アジアキッズケア

②アトリエ素心居

◇所在地
松前町
◇設立年月日
平成 23 年 9 月 13 日
◇主な活動分野
国際協力の活動
◇活動内容
アジア・アフリカの貧困の子どもたちへの支
援物資発送等
◇団体のホームページアドレス
http://www12.plala.or.jp/asian-kids-care/

◇所在地
松山市
◇設立年月日
平成 16 年 3 月 17 日
◇主な活動分野
保健、医療又は福祉の増進を図る活動
◇活動内容
障害者の表現活動支援、作品の展示・紹介。
各種イベント、コンサート開催等
◇団体のホームページアドレス
http://www.geocities.jp/atorie123jp/

③国際地雷処理・地域復興支援の会
◇所在地
松山市
◇設立年月日
平成 23 年 7 月 21 日
◇主な活動分野
国際協力の活動
◇活動内容
カンボジアの地雷原での地雷処理、学校建
設・井戸掘削等
◇団体のホームページアドレス
http://www.imccd.org/

④シアターネットワークえひめ
◇所在地
松山市
◇設立年月日
平成 19 年 10 月 9 日
◇主な活動分野
学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る
活動
◇活動内容
演劇人によるシンポジウム、作家や演出家を
招聘しての演劇製作、稽古場の設置等
◇団体のホームページアドレス
http://tne-ehime.org/

⑥松山子ども劇場２１
◇所在地
松山市
◇設立年月日
平成 14 年 5 月 15 日
◇所在地
西予市
◇主な活動分野
◇設立年月日
平成 22 年 7 月 29 日
学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る
◇主な活動分野
活動
子どもの健全育成を図る活動
◇活動内容
◇活動内容
舞台鑑賞例会の実施、プロの役者によるワー
引きこもり者の一次就労までの一貫した居
クショップの実施等
場所作り、若者の働く場所作り等
◇団体のホームページアドレス
http://www.matsuyamakodomo.or.jp

⑤どんぐり王国

⑦八幡浜元気プロジェクト
◇所在地
八幡浜市
◇設立年月日
平成 26 年 6 月 19 日
◇主な活動分野
まちづくりの推進を図る活動
◇活動内容
八幡浜みなっとの運営受託、地域資源を生か
した八幡浜の地域振興等
◇団体のホームページアドレス
http://www.re-ygp.com

⑨和田重次郎顕彰会
◇所在地
松山市
◇設立年月日
平成 21 年 10 月 7 日
◇主な活動分野
子どもの健全育成を図る活動
◇活動内容
ミュージカル「オーロラに駆けるサムライ～
和田重次郎物語～」の作成・公演等
◇団体のホームページアドレス
http://www.wadajujiro.jp/

⑧レジェンド松山
◇所在地
松山市
◇設立年月日
平成 16 年 8 月 5 日
◇主な活動分野
学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る
活動
◇活動内容
バスケットボールアカデミーの運営、子ども
対象の多種目スポーツプログラムの実施等
◇団体のホームページアドレス
http://www.mylegend-matsuyama.com/

⑩和道
◇所在地
松山市
◇設立年月日
平成 24 年 2 月 21 日
◇主な活動分野
保健、医療又は福祉の増進を図る活動
◇活動内容
高齢者・障害者に対する病院入院時の身元保
証人の受任、緊急時の対応、日常生活の支援
等

☆ＮＰＯ法人育成支援事業（事業力向上セミナー）
ＮＰＯ法人の運営の安定化、活動の活性化のため、ＮＰＯ
法人の事業力向上をテーマとしたセミナーを開催するもの
で、今年度は、特定非営利活動法人えひめリソースセンター
に委託しています。
平成２７年度のセミナーテーマ：
ファシリテーション、会計ソフトの活用

委託団体が
決定しました！！

愛媛県では『身近な地域社会を元気にしてくれるＮＰＯ法人』を応援するた
め、広く県民のみなさまからの寄附をお願いしています。
“あったかい気持ち”いっぱいの寄附を通じてＮＰＯ法人といっしょに“愛
顔(えがお)あふれる愛媛づくり”に参加してみませんか？
「あったか愛媛ＮＰＯ応援基金」に寄附をしたい！と思われましたら、
「寄附申出書」
に、必要事項をご記入のうえ、郵送又はＦＡＸ等によりお申し込みください。
寄附申出書は、愛媛ボランティアネット（http://nv.pref.ehime.jp/atakahtml/）か
らダウンロードできるほか、メール・郵送でもお届けします。
～寄附の方法は３つあります。お好きなものを選んで、寄附申出書に記載をお願いします～
特定の団体や活動分野で
はなくＮＰＯを広く応援
したい！

一般寄附でご寄附くださいます場合は、
寄附金額、住所、お名前等の必要事項を
ご記入ください。
（分野希望、団体希望寄附についても、
同項目のご記入をお願いします。）

興 味の ある活 動分野 があ
る！
一 定の 活動分 野の団 体を
支援したい！

分野希望寄附でご寄附くださいます場
合は、応援したい活動分野を１９分野か
らお選びのうえ、寄附申出書の「分野希
望寄附欄」に活動分野をご記入くださ
い。

具体的に応援したい団体が
決まっている！
活動内容に共感できる団体
を支援したい！

団体希望寄附をご検討くださる場合は、
応援したい団体を登録団体一覧表の中
からお選びのうえ、寄附申出書の「Ｂ：
団体希望寄附欄」に希望団体名をご記入
ください。

☆編集後記☆
10 月３日（土）にイオンモール新居浜で、ＮＰＯ法人の活動紹介イベント“あったか！！えひめのＮ
ＰＯ～伝えたい！！わたしたちの活動”を開催しました。県内ＮＰＯ法人の活動内容を紹介するパネル
展のほか、ステージ発表も行いました。これからも、ＮＰＯ法人の活動紹介の場を増やしていきたいと
考えていますので、ご期待ください。（宮）

♪「あったか愛媛ＮＰＯ応援基金」及び基金を活用したＮＰＯ法人への支援事業につい
て、詳しくは愛媛県男女参画・県民協働課までお問い合わせください。

愛媛県県民環境部県民生活局 男女参画・県民協働課 県民協働グループ
790-8570 松山市一番町四丁目４－２
FAX.089-912-2444

TEL.089-912-2305

E-mail：danjokyodo@pref.ehime.jp

愛媛ボランティアネット：http://nv.pref.ehime.jp/servlet/Kokai

