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日本をはじめ、開発途上国の住民主体のまちづくり・
地域づくりに精力的に取り組んでおり、まちづくりの
現場ではファシリテーターとして関わっている。
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みんなの広場開催いたしました
始めてみようエクセル
～初級編～
平成３０年１１月２８日（水）１３：３０～１５：００
パソコンお助けサークルの竹内さんと岩下さんを講師に迎え、企業や一般の方に
需要率の高い「エクセル」の初級編講座を開催しました。
使い方を教えて欲しいという方が多く、定員を上回る参加者で賑やかな広場となりました。
指示される操作ボタンが分からず、四苦八苦しながらも、それぞれのパソコンで表を作り、
表計算をするやり方を学びました。
教室に本格的に習いに行くのは、なか
なか足が向かない方も、気軽に参加で
きるこの講座は大変好評で、次回開催
を待ち望む声が多数ありました。また
開催できたらと思います。

やりたいことをはじめる、ひろげる
第５回みんなの広場

～助成金等活用術～

平成３１年１月２３日（水）１３：３０～１５：００
講師に知多信用金庫地域貢献課の池田美恵子さん、日本政策金融公庫の藤本重幸さん
をお迎えして、助成金活用方法、事業計画の考え方、書き方等について、お話しして
いただきました。一見書類の書き方と言うと難しいイメージがありますが、今回は大
変わかりやすく、ユーモアを交えて
お話しいただきました。
質疑応答では数多くの質問があり、
また講座終了後、個別に相談するなど
参 加 され た方 の 熱心 な姿 が 見ら れま
した。

日本福祉大学１年の鳥居香倫です。
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ることを知りました。身近でその活動の
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特集

助成金獲得のコツ

“資金不足”は市民活動団体にとって、大きな問題の一つです。そ
んな課題解決に大きな力になってくれるのが、助成金や補助金で
す。今回は助成金・補助金の獲得のコツを少しだけお伝えします！

１、助成金とは？
助成金とは、行政や企業・組織などが特定のテーマや目的にかなう活動を支援するために実施
団体に提供する資金のことです。助成金は、返済義務はないため、試行性の強い事業や短期的で
一定の成果が求められる事業には適しています。
これに対して、融資は借入の為、返還義務は有るものの、継続的で安定的な活動をするために
は有効で、事業展開をするためには有効な手立てであると言えます。団体の性質や活動に応じて、
有効な資金調達方法を検討する必要があります。

２、助成金を調べよう
現在どんな助成金が募集中で、締切りがいつなのか。助成金に関する情報は、リアルタイム
で反映される WEB サイトで収集することが有効です。例えば、下記サイトが参考になります。
「愛知県社会福祉協議会 ボランティアセンター
http://aichivc.jp/subsidy/aichi.html
「ＮＰＯＷＥＢ 助成金情報」

助成金」

http://www.npoweb.jp/modules/subsidy/index.php?content_id=1

３、助成金申請書の書き方
◆申請書は相手の事を考えて
助成金の申請書を書く際、お金の出し手は何を期待しているのか考えることが何より大切です。まずは、助成金の募
集要綱等に記載されている「趣旨」を徹底的に読み込むことが第一です。そして、「審査基準」を確認し、どんな事業趣
旨が対象か、実現可能性はあるのかなどをチェックしてください。団体のホームページなどで情報公開に努めているか
否かも見られていることがあります。申請書は、下記のポイントに注意して書きましょう。
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てポイントを絞ることが大切です。
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られるというスタンスで。
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を伝える。

◆伝わる申請書の書き方
１、課題を伝える

２、解決策を示す

３、支援を依頼する

「本当に必要とされているか？」

誰が、いくらでどのように解決す

解決策を買ってもらう。

をデータや事例で示す。重大性・

るか、活動の実現可能性を示す。

助成する側のニーズとこちらのニ

緊急性・長期性なども考慮して。

団体の存在が解決策ならば、ど

ーズの両方を満たすこと。

ういう団体かを紹介する。

◆助成金を申請するときの注意
想いを伝える事は大切ですが、作成した書類は、一度他の方に見て頂くことをお勧めします。審査される方
が全てを知っているとは限りません。少し分からない方の方が、気づくこともあると思います。

☆詳しい事はセンターまでお気軽にご相談ください。

平成３０年１１月～平成３１年１月

11 月 5 日～11 月 18 日

１1 月 19 日～12 月 2 日

12 月 10 日～12 月 28 日

３Ｒ活動ポスター展

事業内容と活動紹介

おっきな紙芝居と昔のあそび

ＮＰＯ法人まち・ネット・みんなの広場

ＮＰＯ法人学童保育ざりがにクラブ

知多レクリエーション指導者クラブ

2 月 10 日（日）～24 日(日)
「新春俳画展」

藍の会

3 月 9 日(土)～16 日(土)
「センターまつり参加団体による
活動紹介」

市民活動センター

1 月 4 日～1 月 20 日
干支展

ギャラリースペースで作品や活動の発表をしませんか？
利用は、市民活動センター登録団体対象で、２週間を目安に相
談に応じます。詳しくは、市民活動センター窓口までお尋ねく
ださい。

３月９日（土）「２０１９市民交流プラザまつり」当日は１７時まで印刷室は
使用できません。１７時以降は通常開館となります。
また、３月８日（金）は準備のため印刷室の利用時にはご不便をおかけします。
あらかじめご了承ください。

■発行
■住所

今年は、天皇陛下の譲位で５月１日に元号が平成
から改元されます。記念すべき節目に携わること
ができ、とても嬉しく思います。
また、東海市は市制５０周年を迎える年でもあり
ます。市では記念となる催しが様々な場所で予定
されていますので、ぜひお出かけ下さい。
市民活動センターでは３月に市民交流プラザま
つりを開催し、講演会「地域づくりのあり方」や
登録団体による活動紹介などを予定しています。
みなさまのご参加と笑顔をお待ちしています。

東海市立市民活動センター
〒４７７－００３１
東海市大田町後田２０番地の１
（ソラト太田川 3F 東海市民交流プラザ内）
■電話
０５６２－３２－３４００
■FAX
０５６２－３２－８１８０
■開館時間 午前９時～午後９時
■休館日 原則 毎月第４月曜日
12 月 29 日～翌年 1 月 3 日
■E-mail
shimin-c@fuga.ocn.ne.jp
■ホームページ
http://tokaishimin3400.ec-net.jp/

