
 

 

 

 

 

「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２６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 ２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㈱ 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 福祉美容 ハートリンク ﾎ゙ ﾗﾝﾃｨｱﾁｬﾚﾝｼ゙ 2014協力有志 

マックスバリュ西日本㈱ 松山空港ビル㈱ 非公表 ３団体 

(一社)愛媛県医師会 (公社)愛媛県看護協会 (公財)関奉仕財団 

生活協同組合コープえひめ   

愛媛県 

H2７.６ vol.２ 

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，，，，４４４４４４４４３３３３，，，，６７６７６７６７０円０円０円０円    

（内訳） 企業・団体  ４，２４３，６７０円  （２４団体） 

     個人     １，２００，０００円  （２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２６年度に助成した法人をご紹介します～～平成２６年度に助成した法人をご紹介します～～平成２６年度に助成した法人をご紹介します～～平成２６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ウィズキッズ 
◇所在地    松山市 
◇設立年月日  平成 25 年 8 月 5 日 
◇主な活動分野 子どもの健全育成 
◇助成事業の内容 

 心と心をつなぐ本読み活動 
（絵本の読み聞かせ会の開催） 

＊小学校や公民館等で、全 20 回の絵本の読
み聞かせ会を開催しました。 

 

②えひめ高齢者ヘルスプロモーション研究会 
◇所在地    松山市 
◇設立年月日  平成 13 年 10 月 4 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 
  大規模災害時の健康管理についての 

フォーラムの開催 
 ＊被災地で活動された方を講師にお迎えし、

フォーラムを開催しました。 
（http://www.ikiiki-net.com/index.html） 

 

 

☆ＮＰＯ法人活動助成事業（団体支援助成）〈200 千円×10 団体＝2,000 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。 

 （「団体希望寄附」があったＮＰＯ法人を含んでいます。） 

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  

障害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えひめリソースセンター 

◇所在地    松山市 

◇設立年月日  平成 25 年 7 月 16 日 

◇主な活動分野 まちづくりの推進 

◇活動内容  

公益活動団体、行政、企業等への助言・支援

など 

＊イベント開催経費などに充当しました。 

（http://www.seed.ehime.jp/） 

④園でピース 

◇所在地    松山市 

◇設立年月日  平成 21 年 1 月 30 日 

◇主な活動分野 まちづくりの推進 

◇活動内容  

とべ動物園のサポートなど 

＊多国語パンフレット作製費などに充当し

ました。 

（http://www.npo-peace.jp/） 

基金を活用した助成事業等のご紹介 



⑤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/） 

⑥自遊楽校あるここ 

◇所在地    西条市 

◇設立年月日  平成 23 年 5 月 20 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  

 文化、芸術の普及など 

＊イベント開催経費などに充当しました。 

（http://arcoco.ciao.jp/） 

⑦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。 

⑧にいはま市民企画ノポック 

◇所在地    新居浜市 

◇設立年月日  平成 17 年 12 月 7 日 

◇主な活動分野 団体の連絡、助言又は援助 

◇活動内容  

ＮＰＯ活動に関する支援など 

＊イベント開催経費などに充当しました。 

⑨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 

＊鑑賞例会開催費などに充当しました。 

（http://www.matsuyamakodomo.or.jp/） 

⑩ぷちすてっぷ 

◇所在地    砥部町 

◇設立年月日  平成 19 年 4 月 5 日 

◇主な活動分野 保健、医療又は福祉の増進 

◇活動内容  

発達障害児・者の支援など 

＊勉強会開催経費などに充当しました。 

（http://putistep.jugem.jp/） 

⑪ワークライフ・コラボ 

◇所在地    松山市 

◇設立年月日  平成 21年 9月 11日 

◇主な活動分野 男女共同参画社会の形成の促進  

◇活動内容  

ワークライフバランスに関する啓蒙など 

＊講演会開催経費などに充当しました。 

（http://www.worcolla.com/） 

 

 

ホームページが開設されていな

い場合でも、会報誌などが発行

されていることがありますの

で、ご興味のある団体について

は県までお尋ねください。 

 

 

☆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。 

２６年度は、「もっとみんなに応援してもらうためのメッセージづくり＆ＰＲツール

づくりのコツ講座」をテーマに開催しました。 

   

日 時  平成２６年１２月５日（金） １３:３０～１７:００ 

  場 所  愛媛県男女共同参画センター 

  講 師  ナレッジネットワーク㈱ 代表取締役 森戸裕一 氏 

  ※この講座は、こころざし創造研究所（所長 佐野透氏）に委託して実施しました。 

 

  



～平成２７年度の助成事業は次のとおり予定しています～～平成２７年度の助成事業は次のとおり予定しています～～平成２７年度の助成事業は次のとおり予定しています～～平成２７年度の助成事業は次のとおり予定しています～    

    

☆ＮＰＯ法人活動助成事業【協働事業助成】 

 募集期間を終え、公開プレゼンテーションを含む審査会の開催準備中です。 

 

助成内容：ＮＰＯ法人が、多様な主体と協働して実施する事業に助成します。 

 助成金額：１団体あたり５０万円以内 

助成数 ：２団体 

  

 

☆ＮＰＯ法人活動助成事業【団体支援助成】 

 平成２７年度の募集は７月頃を予定しています。  

 

 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。 

 助成金額：１団体当たり２５万円以内 

助成数 ：１０団体 

 

 

☆ＮＰＯ法人育成支援事業【地域協働推進活動助成】 

 今年度、【地域協働推進活動助成】を新設しました。 

 ６月１５日（月）を締切に、現在提案募集中です。 

  
助成内容：中間支援組織が、ＮＰＯ法人等を対象として実施するセミナーや異業種交流会等の

開催経費などに助成します。 

助成金額：１団体あたり３０万円以内 

助成数 ：３団体 

 

 

☆ＮＰＯ法人育成支援事業【事業力向上セミナー】 

例年同様、資金調達やプレゼン力向上など、ＮＰＯ活動に関係の深いテーマのセミナーを開催

予定です。 

 

  

中間支援組織とは・・・ 

一般的には、「ＮＰＯを支援する組織」のことをいいます。ＮＰＯと企業・行政機関等を

仲介するなど、ＮＰＯ活動の発展を目指します。市町が設置する「ＮＰＯサポートセンター」

が中間支援組織の一例です。 

この事業においては、「ＮＰＯ法人等の地域活動団体と行政や企業等の間に立って地域活

動団体を支援する組織」を助成対象としており、公営又は民営の別は問いません。 



 

 

 

 
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、６０団体が登録されています。 

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 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 まつやま山頭火倶楽部 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 今治自閉症協会 

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 愛媛アカデメイア ぽこあぽこ・はぁと 

Ｆネット愛媛 とべ子育て支援団体ぽっかぽか NPOしまなみアイランド・スピリット 

段畑を守ろう会 サポート姫だるま 愛媛県相談支援協会 

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 にいはま市民企画ノポック 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 

☆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。 

 ＊登録には、「１事業年度以上の活動実績がある」等の要件がありますので、 

ご留意ください。 

  

基金登録団体のご紹介 



 

 

 

 

 

 

 「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～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆編集後記☆ 

先日、四国地方は、平年より２日早く梅雨入りしたとのこと。雨の日は気分が沈むこともありますが、

「雨」にまつわることわざや慣用句には、「雨降って地固まる」や「晴耕雨読」など、意外に好印象な

ものが多いようです。「恵みの雨」ともいうように、雨が命を育むからでしょうか。 

次回のニュースレターは、２７年度助成事業の助成対象が決定した頃のお届けを予定しています。 

（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？ 

特定の団体や活動分野で

はなくＮＰＯを広く応援

したい！ 

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！ 

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！ 

 

 

 

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 

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