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今年度のきらきら基金助成事業は 2019 年 2 月 9 日（土）
くわなメディアライヴ２階にて行います。
今年度第 11 回の助成事業は「団体助成」
「パートナー助成」「企業の社会貢献活動」
「市民活動団体のアピールと報告」
「高校生の社会貢献活動のアピールと報告」を行います。
皆様の参加をお待ちしています。

●助成を受けていただく団体を募集します
★団体助成

募集期間１０月２０日～１1 月 30 日

【募集１０団体】

対象は、きらきら基金の団体取材を受けていただいたところで、これまでに団体助成を受けて
いない団体です。2 月 9 日(土)の助成事業で 3 分程度の団体アピールをしていただきます。
来場者がそれを見て、100 円単位で寄付投票し、その率に応じて原資を按分し助成します。
使い道は自由です。

★パートナー事業助成

【１事業につき３万円

募集５団体】

これまでに「団体助成」を受けたことがある団体と、その団体がパートナーとして選んだ
団体が、一緒になって行う事業に対して助成します。パートナーとなる団体は、きらきら基金の
団体取材を受けていない団体も OK です。
事前に簡単な申請書を提出していただきます。２月 9 日の助成事業で 5 分程度のプレゼンをし
ていただきます。
＊それぞれ、助成を受けられた団体は、翌年度の助成事業で成果を発表していただきます。
＊お問合せ・ご連絡はお知り合いの「きらきら基金運営委員」又は、下記までお願します。
TEL

0594-27-2700

FAX

0594-27-2733

●社会貢献活動展示・アピール会へ参加してくださる企業を募集します
2 月 9 日の助成事業当日、社会貢献活動についての展示とアピールに参加して下さる企業を
募集します。展示 30 社、発表 3 社程度募集します。

●カエル・こぶた・小熊の募金箱をおいていただける方募集中！
２月初めまで募金箱をおいていただける方がありましたら、下記、きらきら基金までご連絡を
頂きますようお願い致します。
現在きらきら基金の募金箱は、下記のようなお店や事業所、公共施設で設置のご協力をいただ
いています。
【いなべ市】いなべ市市民活動センター、みずほのおかげ市場、うりぼう、山びこ、
カフェアタント、いなべこども活動支援センター
【東員町】

とういん市民活動支援センター、体育館、中部公園
総合文化センター

【桑名市】

㈱金星堂、瑞宝産業㈱、㈱清花園、㈲すし道場、㈱一中、
サロンチャーム、㈱三重物産、 ㈱北勢観光サービス、
シモエダエンジニアリング㈱、ナナイロ珈琲、永餅屋老舗、
石崎石油店、㈱大安製作所、美健総業㈲、㈱小林薬局、
桑名商工会議所、桑名三川商工会、めがね工房ごうじ

【四日市】

Coto coto

●きらきら基金のホームページで紹介している団体に皆さま
情報の更新の手続きをお願いします
きらきら基金のホームページでは、皆さまの団体の活動をご紹介していますが、最新の情報を
お届けするために更新の手続きを行っています。
郵送やメールなどで確認させていただく場合がありますので、その際にはご協力をお願い致し
ます。
また、現在、変更や訂正がありましたら、下記きらきら基金事務局やお知り合いのきらきら
基金運営委員までお知らせ下さいますよう、よろしく お願いいたします。

きらきら基金

http://blog.canpan.info/kirakiraboshi/

事務局

TEL 0594-27-2700

FAX 0594-27-2733

E-mail info@mie-kita.gr.jp

💛サンタの行進の参加者を募集します
桑名市寺町通り商店街を、サンタやスノーマンなどクリスマスにちなんだ格好をして
北口広場まで歩き、市民団体やきらきら基金のアピールをします。
市民団体の方はのぼり旗などを持ってアピールしませんか。
小さなお子さんには、サンタからおもちゃのプレゼントがあります。
行進日時 12 月 23 日（日) １１：００～１２：００
受付日時・場所 12 月 23 日１０：３０～１１：００

寺町通り商店街南口の横の公園

事前申し込みは要りません。直接お越しください。
参加費 無料
お問合せ TEL 0594-27-2700

FAX

0594-27-2733

💛桑名市寺町通り商店街で、ガチャポンの寄付金箱を設置します
寺町通り商店街で使えるサービス券（100 円の金券）と缶バッチが入ったガチャポン機を
設置します。売上金は、きらきら基金に使われます。
寺町通りに来て、ガチャポン寄付を是非どうぞ！
日時 12 月 23 日（日） 10:00～15:00

💛【寄付先募集】2018 年度「コーヒー寄付金」
対

象

三重県内に活動拠点があり、県内での活動あるいは県内を主たる活動場所とする
「NPO・市民活動団体等の非営利組織」であり、2017 年 4 月 1 日～2018 年 8 月 31
日の期間で何らかの活動をしていること。

寄付金額 ３万円×8 団体（総額 24 万円）
寄付の対象となる活動 2017 年 4 月 1 日～2018 年 8 月 31 日の期間で行った、非営利で公益的
な事業であれば、活動分野や実施形態は問いません。
応募期間

2018 年 9 月 11 日（火）9:00

主

みえ市民活動ボランティアセンター

催

～ 2018 年 10 月 31 日（水）22:00 必着

津市羽所町 700 番地アスト津 3 階
TEL：059-222-5995

FAX：059-222-5971

MAIL：center@mienpo.net
＊選考方法などの詳細は下記ホームページでご確認下さい
https://www.mienpo.net/news/coffee2018/

💛第２回三重 NPO グランプリを開催します
＜三重 NPO グランプリとは？＞
「市民活動・NPO 月間」の一環として、NPO 等の非営利組織（法人格の有無は問わない）が
取り組む活動や事業についての発表会を三重県全域で開催します。
県内 3 地域で開催される予選と本選からなり、本選上位 2 団体には活動応援金が進呈されます。
・グランプリ：15 万円

・準グランプリ：5 万円

桑名・員弁・菰野地域予選プレゼン大会
日時 １１月１７日（土）１４：００～１６：３０
場所 東員町保健福祉センター（東員庁舎西隣）
エントリー団体
・NPO 法人 くわな発達支援塾
・いなべの里山を守る会
・いのちの言葉プロジェクト
・NPO 法人 いなべこども活動支援センター
・紫陽花倶楽部
＊予選通過は２団体で、参加者の投票と審査員の得点を足して決定します。
但し、投票できるのは全団体のプレゼンを聞いた方のみです。

💛三十三フィナンシャルグループ NPO 応援基金【2018 年度】
三重銀行と第三銀行が、NPO 団体に対し、活動を応援するための寄付を実施。
使い道自由な寄付金です！
1. 応募資格 三重県内に主な活動拠点を置き、主に「環境保全」「次世代育成支援」に関する
活動を行っている NPO であること。
2.応募期間 2018 年 10 月 1 日（月）～2018 年 11 月 5 日（月）
3. 寄付金額 総額上限 100 万円
*. 応募方法などについてはホームページでご確認下さい。
4.お問合せ
選考委員会事務局
株式会社 三十三総研 調査部（担当：畑中）
〒510-0087

三重県四日市市西新地 7-8

TEL：059-354-7102

FAX：059-351-7066

mailto:33ir@miebank.co.jp
https://www.miebank.co.jp/33ir/research/nposf_boshu2018.html

発行元 (特)みえきた市民活動センター
事務局 〒511-0088 桑名市南魚町 86 めがね工房ごうじ内
TEL 0594-27-2700
FAX 0594-27-2733
E-mail miekita@mie-kita.gr.jp
http:// www.mie-kita.gr.jp/

