平成31年度

杉並区ＮＰＯ活動資金助成事業

■助成対象事業

概要

■対象団体

スタートアップ事業

ＮＰＯ法人、
またはすぎなみ地域大学修了生が代表を務め、かつ

活動の継続、
自立を目指す団体が実施する事業

修了生5名以上で構成される法人格を有していない設立から5年

決算期経常収入500万円未満の団体

主たる事務所を区内に有する、
または区民対象の事業を行う団体

未満の団体

【要件】団体設立5年未満（平成31年4月1日現在）又は直近年度

反社会的勢力及び反社会的勢力と密接な関係にない団体

ステップアップ事業

団体活性化、事業発展、区や他団体との連携・協働を目指す団

※平成30年度から区への団体登録は不要となりました。
（区登録制度廃止）

体が実施する事業

■助成額

■助成対象期間
交付決定日
（6月上旬予定）〜平成32年（2020年）2月29日

上限50万円（1事業） 総額250万円

※事業実施に関わる準備経費については31年4月1日以降を対象とする。

■審査方法

一次：書類審査

二次：公開プレゼンテーション

■助成の流れ

平成31年3〜4月

募 集
説明会

3/18〜4/12
3/15

5月

一次審査
二次審査

6月

7月〜

交付決定（通知）

5/24

平成32年3〜4月

助成金支払

事業報告書提出
助成金精算

事業視察（〜平成32年2月）

※30年度助成事業報告会4/26

31年度助成事業報告会
（4月予定）

杉並区ＮＰＯ支援基金への寄附は
銀行からご寄附いただく場合

杉並区ＮＰＯ支援基金リーフレットに
付いている郵便払込用紙を使って

地域課協働推進係≪03−3312−2381≫へお電話ください。ゆう

ちょ銀行以外の金融機関からご寄附いただける納付書をお送りい

郵便局からご寄附いただけます。
リーフレット

たします。

は、区役所、区民事務所、すぎなみ協働プラザ
などに置いてあります。

インターネットからご寄附いただく場合

ふるさと納税サイト
「ふるさとチョイス」の『杉並区』ペー

窓口でご寄附いただく場合

地域課協働推進係へお越しください。
その場でご寄附いただけます。

ジにアクセスしてください。

杉並区 ふるさとチョイス

検索

平成30年度

杉並区
ＮＰＯ活動資金
助成報告書

寄附には税制上の優遇があります

杉並区ＮＰＯ支援基金への寄附は、
「ふるさと納税」
として取り扱われ、所得税・個人住民税からの控除を受けることができます。

平成30年度にご寄附をいただいた皆様 （50音順・敬称略）
●ＮＰＯ活動支援者有志

●ケンコーマヨネーズ株式会社

●ＮＰＯ法人相続アドバイザー協議会員

●老楽フェスティバル実行委員会

●鈴木

●ＮＰＯ法人てんぐるま

●荻窪家族プロジェクト
●加藤

芳子

●栗原

裕子

●栗原

●ＮＰＯ法人サービスフロンティア
●鈴木

和博

千代子

●ＮＰＯ法人ストレス対処法研究所

勇雄

ワーク参加者

ほかに匿名・複数回寄附など
総寄附件数

直宏

●永石

礼子

●平田

敦子

●ＮＰＯ法人むさしの児童文化協会
37件
53件

904,985円

寄附合計額
だいじなことには、
お金がかかる。
だから
寄附なんだ

堀田

寄附のお申し出お問い合わせは

杉並区区民生活部地域課協働推進係
杉並区成田東4-36-13

杉並区役所分庁舎2階

03-3312-2381

03-3312-2387

杉並区区民生活部地域課

平成３０年度も多くの皆さまにご寄附をいただき、

ありがとうございました。
子どもの健全育成、高齢者・障害者への支援、環境・まちづく
り推進など、さまざまな分野に、行政の支援が行き届かない
「社会のスキマ」
ともいえる課題が潜んでいます。
その課題解決

平成３０年度の助成事業紹介
子どもの居場所をつくる・
・
・百人力てらこや

1 荻窪家族プロジェクト「百人力サロン」
【事業区分】

スタートアップ 【助成額】
１７６,０００円

「百人力サロン」初の事業として6月からスタートさせた「百人

子ども目線で作る杉並昔話（３３話の中から）紙芝居制作講座

4 ＮＰＯ法人 サービスフロンティア

すぎなみ昔話紙芝居一座「すかい」

【事業区分】

ステップアップ 【助成額】238,713円

アートカードで健康長寿

5 ＮＰＯ法人 竹箒の会

（アートカード&コミュニティ研究会）
【事業区分】

ステップアップ 【助成額】392,520円

に取り組む地域のＮＰＯ活動を応援するのがＮＰＯ支援基金

力てらこや」は、当初こそ申し込みが少なかったものの、その後の

です。皆さまから寄せられた寄附を活用して、ＮＰＯの地域貢

杉並に伝わる昔話は、従来からボランティアの語り部が口伝し

世界の美術作品をはがきサイズにした「アートカード」を使っ

口コミ効 果で 現 在で は 計 画 時 の 人 数よりも多くの 子ども達

てきましたが、語り部の高齢化などで、一部の昔話はだんだんと

たシニア向けのゲームを開発し、コミュニケーター（ゲーム進行

（22人）が登録しています。てらこやは月4回（15時半〜17時半ま

献活動に助成金を交付しています。

伝承されなくなっていました。
「すかい」
ではその昔話を紙芝居に

役）を養成しました。
アートカードゲームは、複数のカードから共

し、12年間口演活動を行ってきました。近年では保育園児への

通点を探す、物語を紡ぐ、など様々なやり方があり、ゲームを通じ

学校が終わってから集まってきます。宿題のある子はそれを片付

口演活動が多くなり、今まで作った作品をもっと分かり易く子ども

て多様な考え方や見方を学び、また、話し合うことがコミュニ

けさせてから、
ドリルや他の教材を使って算数を教えています。

目線でリニューアルしてはどうかと考え、紙芝居制作講座（全８回）

ケーション力を育むことへとつながります。
また、頭を働かせるの

4時にはお菓子を仲良く分け合って休憩し、それから保護者が迎

で）実施しており、小学校1年生から6年生までの子どもたちが、

平成３０年度

904,985円
寄附件数：53件
助成事業：７件
寄附総額：

平成30年度は、
ＮＰＯ7団体に対して総額1,897,149円の助成
をしました。
子どもの居場所づくりや子ども向けの紙芝居の制作、

を企画しました。
講座では多数の応募を頂き、
6グループ
（1グループ

で脳を活性化する効果が期待できます。
コミュニケーター養成の

えに来る17時半まで学習します。子ども達はてらこやをとっても

5〜6名）構成で、各グループが昔話33話の中から6話を選び制作

研修では、コミュニケーション・美術鑑賞・健康長寿の専門家を

楽しみにしており、保護者からもこういう環境が欲しかったと喜

を行いました。鉛筆での下書き、マーカーでの輪郭、色塗り、

招いての講義や、様々なルールでゲームの実践を行いました。

んでいただいています。夏には保護者と一緒にそうめん流しを、

セリフ検討など順調に進み、皆さん回を追うごとに熱が入り、時が

2月からは、ゆうゆう館やきずなサロンなどで、
コミュニケーター

冬にはクリスマス会も行いました。
今後も
「百人力サロン」
が目指す、

たつのも忘れて製作に没頭していました。
「杉並に伝わる昔話が

デビューし、
一般区民向けにアートカードゲーム体験会を開催しま

心地よい子どもの居

紙芝居を通じて知られ

した。
「アートカード」

場所を作ることの大

れば、地域に対する愛

はシニアの地域活動

切さを噛み締めなが

着 心 が 芽 生える」を

推進への有効なツール

ら、継続していきます。

モットーにこれからも

だと考えています。今

高齢者の健康長寿を目指す活動のほか、
ストレスを軽減するため

口演活動を続け、更に

後もこの活動を継続

の講座などが実施され、多くの参加者を集めました。

仲間が増えることを期

し、健康長寿や地域コ

待したいと思います。

ミュニティの活性化に
貢献していきます。

平成14年〜30年度の累計
●寄附額：約2,990万円 ●寄附件数：551件

●助成事業：211件

「生き方バージョンアップ事業〜自己の可能性」

2 ＮＰＯ法人 ストレス対処法研究所
【事業区分】

スタートアップ 【助成額】
１６６,６００円

大人になると、社会の常識に縛られたり人間関係に悩むこと

荻窪家族プロジェクト
「百人力サロン」
090-1659-9237
nk168ichi@jcom.home.ne.jp

https://www.ogikubokazoku.org/

浜ココ地域なんでも解決プロジェクト

3 ＮＰＯ法人 ワーカーズコープ
杉並地域福祉事業所

【事業区分】

浜ココ

スタートアップ 【助成額】123,316円

すぎなみ昔話紙芝居一座「すかい」那須
090-8962-2853
k.nasu@hotmail.co.jp

https://blogs.yahoo.co.jp/suginami3jp

すぎなみ「心のバリアフリー」プロジェクト

6 ＮＰＯ法人 てんぐるま
【事業区分】

ステップアップ 【助成額】5００,０００円

オリンピック・パラリンピックの開催に向け、
「心のバリア

ゆうゆう高円寺南館（事務局）
03-5378-8179
artcardcommunity@gmail.com

https://www.sugi-chiiki.com/artcard/

おはなし語りと和の文化で地域をつなごう2018

7 ＮＰＯ法人 むさしの児童文化協会
【事業区分】

ステップアップ 【助成額】
３００,０００円

「おはなしの国で」を合言葉に、口演童話を継承・創造・普及し

が増えたと実感することはないでしょうか。ストレス対処法研究

浜ココは、誰もが安心して過ごせる町の居場所づくりに取り組

フリー」
（ユニバーサルデザイン2020）の取り組みが各方面で進

ながら子どもたちの心育て、地域での子育て支援に取り組んでい

所では、
自由な表現（朗読・演劇・ゲーム）を楽しみながら、
自分を

む事業所で、
自主学童クラブを運営しています。今回、助成事業と

んでいます。
この機運を活かし、インクルーシブ社会の実現のた

ます。また、日本の伝承文化の継承・普及活動を通して老若男女

苦しめている思い込みや窮屈な考え方を修正するチャンスの場

して3つの事業を行いました。1つ目は、孤食や少人数での食事で

めに講演会などの啓発イベントを開催しています。今年度は区

地域の人々が繋がりを広げ、住み続けたくなる地域づくりの実現

を提供しています。対象は、中学生から高齢者までで、
どなたでも

はなく、みんなで一緒に食べることを目的とした食事会「いっしょ

内在住の障害者の方を企画コーディネーターとして招き、杉並区

を目指しています。おはなし語りを中心に絵本や紙芝居、腹話

気軽に参加できます。10月には精神科医師によるサイコドラマと

にごはん」です。
こちらは、子どもを主にした居場所として月2回

の医療的ケア児とその親の会ＮＰＯ法人みかんぐみさんとも協力

術、南京玉簾も登場します。時には心静かに抹茶を一服。いずれ

いう手法で「自分が輝く1シーン」を全員が作り上げました。12月

開催しました。2つ目は多世代交流の場として交流スペースを開

しながら、障害のある人の恋愛、
自立生活やコミュニケーションの

も地域の保育園や幼稚園・小学校・児童館や高齢者施設など、

には専門家によるグループエンカウンターを行いました。また、

放し、多世代が交流できるイベントを10月と1月に開催しました。

取り方など、貴重なお話を区民の皆さんと共有できました。イベ

さまざまな場所で行いました。初めての参加となった11月のす

クリスマス会を開催し、皆でケーキの手作りデコレーションも行

地域の方にもコーヒーのお店などを出していただき、様々な世

ントを通じて今後も、誰もがともに学び、
ともに生きる、
インクルー

ぎなみフェスタでも口演童話を行ったところ、子どもたちや親御

いました。集団が苦手だった方からは、

代間での交流ができました。3つ目は地域の困りごとの解決策を

シブな暮らしやすい社会を目指して活動を継続していきます。

さんたちに大好評でした。

人とのつながりで、生きるエネルギーを

住民主体で考える、
「地域マッ

もらえることを発見したとの感想をいた

プづくりプロジェクト」です。毎

だきました。

月第4木曜日に開催し、誰もが
安心して集まれる地域コミュニ
ティをつくるためのＭＡＰづく
りを行いました。浜ココをきっ
かけに生まれる人と人とのつ
ながりを大切にこれからも活動
していきます。

ＮＰＯ法人ストレス対処法研究所
03-5335-7742
info@stress-inst.com

http://www.stress-inst.com

浜ココ
03-6454-6835

hamadayamacoco@roukyou.gr.jp

https://www.hama-coco.com/

ＮＰＯ法人てんぐるま
080-4417-1831
info@tenguruma.org
https://www.tenguruma.org/

橋爪
03-5930-1422
hk-patora@jcom.home.ne.jp
https://musashino-jidoubunka.jimdo.com/

