
 

 

 

 

 

「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年度は、次のとおりご寄附をいただきました。 

 

 

 

 

 

 

たくさんのご寄附をいいただき、本当にありがとうございました。 

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（企業・団体等（企業・団体等（企業・団体等（五十音順・五十音順・五十音順・五十音順・敬称略）敬称略）敬称略）敬称略）    

一般寄附一般寄附一般寄附一般寄附    

    

分野希望分野希望分野希望分野希望寄附寄附寄附寄附    

    

個人個人個人個人  匿名希望 ３名 

  

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ﾎ゚ 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 ㈱愛媛銀行 

㈱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 

(一社)愛媛県医師会 (一社)愛媛県歯科医師会 (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  

愛媛県 

H2８.６ vol.７ 

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。 

寄附額寄附額寄附額寄附額        ５５５５，，，，７８７８７８７８３３３３，，，，４１４１４１４１６６６６円円円円    

（内訳） 企業・団体  ４，７６８，４１６円  （２４団体） 

     個人     １，０１５，０００円  （３名） 



 

 

 

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）

及び事業力向上セミナー（育成支援事業）を行っています。 
 

～平成２～平成２～平成２～平成２７７７７年度に助成した法人をご紹介します～年度に助成した法人をご紹介します～年度に助成した法人をご紹介します～年度に助成した法人をご紹介します～    
    

☆ＮＰＯ法人活動助成事業（協働事業助成）〈500 千円×２団体＝1,000 千円〉 

 ＮＰＯ法人が多様な主体と協働で実施する事業に対して助成しました。 

①えひめイヌ・ネコの会 
◇所在地    松山市 

◇設立年月日  平成 14 年 5 月 13 日 

◇主な活動分野 まちづくりの推進 

◇助成事業の内容 

飼い主のいない猫を適正に管理し自然減を

めざす地域猫活動 

＊セミナー開催経費などに充当しました 

（http://ehimeinuneko.chu.jp/dogcat/） 

②ぶうしすてむ 
◇所在地    松山市 

◇設立年月日  平成 12 年 12 月 19 日 

◇主な活動分野 保健、医療又は福祉の増進 

◇助成事業の内容 

 発達障がい児及び家族対象のＩＴ講習会開

催等 

 ＊セミナー開催経費などに充当しました 

（http://www.busystem.jp/） 

 

☆ＮＰＯ法人活動助成事業（団体支援助成）〈250 千円×10 団体＝2,500 千円〉 

 ＮＰＯ法人が実施する事業及び管理費等に対して助成しました。 

①アジアキッズケア 
◇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 

◇活動内容  

アジアやアフリカ等の子どもたちへの支援

物資の送付など 

＊支援物資の送料などに充当しました。 
（http://www12.plala.or.jp/asian-kids-care/index.html） 

②アトリエ素心居 

◇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 

◇活動内容  

障がい者の芸術活動の支援など 

＊コンサート開催経費などに充当しました。 

（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、カンボジア 

◇設立年月日  平成 23 年 7 月 21 日 

◇主な活動分野 国際協力 

◇活動内容  

カンボジアの地雷処理、学校建設など 

＊管理費などに充当しました。 

（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 

◇活動内容 

演劇人によるシンポジウム開催など 

＊学生演劇祭会場費などに充当しました。 

（http://tne-ehime.org/） 

⑤どんぐり王国 

◇所在地    西予市 

◇設立年月日  平成 22 年 7 月 29 日 

◇主な活動分野 子どもの健全育成 

◇活動内容  

不登校・引きこもり相談など 

＊施設の修繕維持費などに充当しました。 

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 

◇主な活動分野 学術、文化、芸術又はスポーツの振興 

◇活動内容  

子どもの舞台芸術の創造・鑑賞・普及など 

＊管理費に充当しました。 

（http://www.matsuyamakodomo.or.jp/） 

基金を活用した助成事業等のご紹介 



⑦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 

◇活動内容  

バスケットボールアカデミーの運営など 

＊体育館借上費用などに充当しました。 

（http://www.mylegend-matsuyama.com/） 

⑧八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 

◇活動内容 

八幡浜のまちづくりなど 

＊グループウェアライセンス購入費などに

充当しました。 

（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 

◇活動内容  

アラスカ開拓者和田重次郎の顕彰や国際交

流など 

＊ガイドブック作製費に充当しました。 

（http://www.wadajujiro.jp/） 

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 

◇活動内容  

高齢者・障がい者に対する日常生活支援など 

＊パンフレット製作費などに充当しました。 

 

 

☆ＮＰＯ法人育成支援事業（事業力向上セミナー） 

 ＮＰＯ法人の基盤強化を図るため、セミナーを実施しています。 

２７年度は、「一歩先行くＮＰＯへのアプローチ」をテーマに会計セミナーと会議ファシ

リテーションワークショップを開催しました。 

  日 時  平成２７年１月２６日（火） １０：００～１７:３０ 

  場 所  松山市男女共同参画推進センター（コムズ） 

  講 師  ＮＰＯ法人場とつながりラボ home’s vi 篠原幸子氏、荒川崇志氏 

  参加者  ３０名 

  ※この講座は、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実施しました。 

 

☆ＮＰＯ法人育成支援事業（地域協働推進活動助成）〈300 千円×３団体＝900 千円〉 

 中間支援組織が、地域課題の解決のため実施するセミナー等に対して助成しました。 

①特定非営利活動法人えひめリソースセンター 
いなかベンチャーとしてのまちづくりへのかかわりかた 

開催日：平成 28年１月７日（木） 
参加者：34 名 
講師：㈱巡の環 阿部裕志氏 

地域づくりの先進地である島根県海士町から講師を招

き、講演とワークショップを実施。 

 
 
 

②八幡浜みなっと 

みなと交流館 
（運営：特定非営利活動法人 

八幡浜元気プロジェクト） 
 

ＮＰＯの情報発信力ＵＰ講座 
開催日：平成 27年 10 月 17 日（土） 
参加者：20 名 
講師：NPO 法人 CANPAN センター 

山田泰久氏 
 

ＮＰＯの組織力向上セミナー 
開催日：平成 28年１月９日（土） 
参加者：21 名 
講師：IIHOE[人と組織と地球のための国

際研究所] 川北秀人氏 
 

ファンドレイジング講座 
開催日：平成 28年３月５日（土） 
参加者：22 名 
講師：地域福祉ﾌｧﾝﾄ゙ ﾚｲｼ゙ ﾝｸ゙ ﾈｯﾄﾜー ｸ  

久津摩和弘氏 

③愛媛県ボランティア・市民活動センター 
（運営：愛媛県社会福祉協議会） 

協働のデザイン～社協×ＮＰＯ～ 
開催日：平成 27年 10 月 29 日（木） 
参加者：41 名 
講師：日本ﾌｧﾝﾄﾞﾚｲｼﾞﾝｸﾞ協会 浅井美絵氏 ほか 

①生活支援活動を知る！②協働とは？③協働による事例

紹介④「心のブレーキ」を発見する方法について、講演

とワークショップを実施。 

～株式会社巡の環～～株式会社巡の環～～株式会社巡の環～～株式会社巡の環～    

海士町を舞台に持続可能な未来に向けて行動するひとづくりをめ

ざす。島が未来のモデルとなるための地域づくり事業、島まるご

とを学びの場とした教育事業、島を伝えるメディア事業を展開。 



 

   

 

ＮＰＯ法人活動助成事業の助成を受けるためには、基金への団体登録が必要です。 

現在、６６団体が登録されています。（平成 28 年 5 月末現在。） 

この団体の中から、支援したい団体を希望して寄附していただくこともできます。 
（登録番号順） 

e ワーク愛媛 ラ･ファミリエ ぷちすてっぷ 

ライフサポートここはうす ぶうしすてむ（Bu.system） ぽっかぽか川之江 

ゆいねっと新居浜 松山子ども劇場 21 サン・スマ 

トータルサポート 21 環境ＮＰＯサン・ラブ 松前町障害自立ひまわりの会 

シアターネットワークえひめ えひめ消費者ネット ループ８８四国 

パステルくらぶ ほっとねっと こころ塾 

こころ（愛南町） えひめイヌ・ネコの会 うちぬき 21 プロジェクト 

Ｅｙｅｓ マインド ワークライフ・コラボ 

新居浜ほっとねっと えひめグローバルネットワーク 和田重次郎顕彰会 

しまなみコンシェルジュ アジアキッズケア どんぐり王国 

アトリエ素心居 ひだまり工房 フェロージョブステーション 

国際地雷処理・地域復興支援の会 ベルクリン とべ子育て支援団体ぽっかぽか 

はぴふる Core and Simple Visions えひめ高齢者ヘルスプロモーション研究会 

ウィズキッズ 園でピース 自遊楽校あるここ 

えひめリソースセンター 石鎚 わをん 

ＮＰＯしま・なみ セルプメイト サスケ工房 

ＪＭＡＣＳ 元気島プロジェクト ＮＰＯ法人レジェンド松山 

アセスメント・ジャパン ひかり ぴあ 

和道 むつみ Community Life 

プロジェクト２００８ あけぼの アン・ディ・ムジーク愛媛 

禁煙推進の会えひめ 西条 こころ（松山市） 

八幡浜元気プロジェクト 日本カイロプラクティック同盟 ＮＰＯ法人西条まちづくり応援団 

☆基金登録団体の申請を随時受け付けています。登録要件などの詳細については、愛媛ボ

ランティアネット（http://nv.pref.ehime.jp/atakahtml/）をご覧ください。 
  

 「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～ 

 

 

 

 

 

 

 

「あったか愛媛ＮＰＯ応援基金」に寄附いただくと、「地方公共団体への寄附」として税法上の取り扱いを受「あったか愛媛ＮＰＯ応援基金」に寄附いただくと、「地方公共団体への寄附」として税法上の取り扱いを受「あったか愛媛ＮＰＯ応援基金」に寄附いただくと、「地方公共団体への寄附」として税法上の取り扱いを受「あったか愛媛ＮＰＯ応援基金」に寄附いただくと、「地方公共団体への寄附」として税法上の取り扱いを受    

けることができます。けることができます。けることができます。けることができます。    

基金登録団体のご紹介 

ＮＰＯを広く応援したい！ 

興味のある活動分野がある！ 

具体的に応援したい団体が 

決まっている！ 

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。） 

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。 

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。 

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  TEL.089-912-2305 

FAX.089-912-2444  E-mail：danjokyodo@pref.ehime.jp 

基金ＨＰ（愛媛ボランティアネット内）：http://nv.pref.ehime.jp/atakahtml/ 

 

 

 

 

今すぐアクセス！ 
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