
上峰インフォメーション

認定こども園 
かみみね幼稚園こども園

～園庭開放～
【日　時】　12月５日（木）　９時～12時
【対象児】　０歳児～４歳児
【場　所】　認定こども園かみみね幼稚園
　　　　　　園庭等
◎�天候不順の場合でも室内を開放致し
ますので、どうぞお越しください。
◎�事前のお申し込みは必要ありません。
◎�お友達やご近所の方をお誘い合わせの上、お気軽
にご参加ください♪♪
★�子育てに関するご相談や就園に関するご相談も
行っておりますので、気軽にご活用ください。

～わくわくひろば～
【内　容】　運動あそび
【日　時】　12月11日（水）　10時～11時
【受付開始日】　12月４日（水）
【対象児】　０歳児～４歳児
【場　所】　認定こども園かみみね幼稚園
　　　　　　ぷれいるーむ
☆�ご参加いただくには、お電
話での事前申し込みが必要
です。
☆�着替えや飲み物等は、各自
でご準備ください。

認定こども園　かみみね幼稚園
☎５２－５０7３　担当：古賀
【認定こども園　かみみね幼稚園ホームページ】
http://www.midorigakuen.net

　　　　　園庭が完成しました！
　広い砂場、山の上のすべり台、トンネル等
幼稚園で思いきり遊んでくださいね。
園庭開放でお待ちしております。

お知らせ 

ひよ子ルーム
【日　時】　12月５日（木）　10時～11時
【場　所】　ひよ子保育園かみみね
＊お電話での事前申し込みが必要です。

問ひよ子保育園かみみね
　☎５２－２１８6　担当：古賀・指山
　あっという間に年末ですね。12月はクリスマス会にもちつ
き会と楽しい事がたくさんです。子ども達はサンタさんからの
プレゼントを何にしようか話していますよ。12月は冬の制作
を作りたいと思っています。その後は、お部屋遊び、天気が良
いときはお外遊びを行いたいとおもいます。

☆お散歩に行きました☆
　うみ組さんとやま組さんは、一緒にお散
歩に行ってきました。たくさんのどんぐり
や落ち葉を拾いました。「どんぐり～」と
喜んで見せて
くれました。
みんなで秋を
感じることが
できましたよ。

保育園

※令和２年４月より認定こども園移行予定。
※�当保育園では、「ひよ子ルーム開設」以外でも保育園の見学や利用
についての相談を受け付けております。お気軽にお電話ください。

【ひよ子保育園かみみねホームページ】　
　https://hiyokohoikuen.jp/

� �幼保連携型認定こども園 
� �ひかりこども園こども園

園庭開放
【日　時】　12月６、13日　10時～11時　お天気のよい金曜日
ＨＩＫＡＲＩ　terrace　～支え合い、育ち合い～
【日　時】　12月13日
　　　　　　10時～10時30分　園庭開放
　　　　　　10時30分～10時50分　絵本の読み聞かせ�他
　　　　　　お楽しみに！　※�予約不要です。

▲秋の遠足に行きました。

ひかりこども園
かみみね子育て支援センター
☎５２－９９００　☎５２－０4０6
担当：天野・牛島

１２月　生き生き子育て応援
『始めるから始まる』

　これはドイツの哲学者ニーチェの言葉です。子どものおもちゃ整理や衣
替えをしたり、年末大掃除をしたり、いま頭で考えている先延ばしにして
いることも、全て始めなければ始まらないのです。来年の抱負は…ではな
く、今年できることは今年のうちに！よいお年が迎えられますように。
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上峰インフォメーション

要介護認定調査の受託希望者（個人） 
を募集します

　鳥栖地区広域市町村圏組合（介護保険課）から委
託を受けて、要介護認定調査業務を個人で行ってい
ただける方を募集します。
【業務内容】　�要介護認定の申請者に面接して心身

の状況等の調査を行い、調査情報を
パソコンに入力する。

【募集資格】　次の①～③の条件を満たす方
　①�有効な介護支援専門員の資格を有していること。
　②�調査に必要な移動手段（自家用車）が確保できること。
　③�介護保険に係る事業所に所属していないこと。
　※�介護支援専門員の経験を有している方歓迎！
【募集人数】　�若干名（12月16日採用予定）
　　　　　　　※12月～令和２年２月に研修あり。
【委 託 料】　4,290円／１件
　　　　　　　（研修期間：2,200円／１件）
【面 接 日】　令和元年12月6日（金）予定
【�申し込み方法】　11月29日（金）必着で履歴書
と介護支援専門員証の写しを介護保険課に持参又
は郵送してください。
鳥栖地区広域市町村圏組合�介護保険課�認定係
☎０９4２－８１－３３１５
住所：〒８4１－００３7　鳥栖市本町3丁目１4９4－1

おしらせ
地域安心安全町づくり講演会

　上峰町において防犯から学ぶ地域安心安全町づく
り講演会を開催します。この講演会では、地域の防犯
力を向上させ、安心安全に関する情報を提供します。
　基調講演を、社会学博士であり立正大学教授の小
宮信夫氏にお願いし、「子どもと地
域の安全をどう守るか」を模索しま
す。地域の防犯力を洗い直し、人々
が安心で安全に日々を過ごすための
町づくりの指針に提案を行いますの
で、ぜひご来場ください。
【日　時】12月15日（日）　10時～
【場　所】上峰町民センターホール
　　　　　※入場無料
特定非営利活動法人　愛えん
☎０９０－7１５7－９９6２

おしらせ

アポ電多発中！

ニセ電話詐欺の確率「大」！！！
　　　　相手の電話番号が「非通知」になっている。 
　　　　 職員がキャッシュカードを受け取りにくる。
　　　　電話は切らないように言われている。
　　　　 口座の残高やキャッシュカードの暗証番号

を聞かれた。

おしらせ

警察？

百貨店？

銀行協会？
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主に警察官や家電量販店の
従業員を騙るものが多い

急増急増

一つでも当てはまれば、
信頼できる家族や警察に相談して

▲小宮信夫氏

12月10日～16日は、「北朝鮮人権侵害 
問題啓発週間」です！

　平成18年６月に、「拉致問題その他北朝鮮当局
による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行
され、毎年12月10日から16日までを「北朝鮮人権
侵害問題啓発週間」とすることとされています。
【拉致問題の概要】
　1970年代から1980年代にかけ、多くの日本人が
不自然な形で行方不明となりましたが、日本の当局
による捜査や、亡命北朝鮮工作員の証言により、こ
れらの事件の多くは北朝鮮による拉致の疑いが濃厚
であることが明らかになりました。

【私たちができること】
　国民一人一人が拉致問題に関心を持つことが、こ
の問題の解決のために、とても大切な一歩です。
総務課　☎５２－２１８１

おしらせ

日本政府の主張 北朝鮮側の主張

拉致被害者認定数
17名

・�5名生存、8名死亡、
　4名入境否定
・�帰国した5名以外の
　方々について、
　いまだに説明なし。

帰国実現者
5名

安否不明者
12名
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上峰インフォメーション

上峰町老人クラブだより
おしらせ

「健康長寿スポーツ祭」を開催しました
おしらせ

　私たちは、高齢者の交通事故が大きな社会問題に
なっていることは他人事ではすまされないという思い
と、将来認知症等にできるだけならないようにという
思いで、地区の公民館等に集まって、おしゃべりやい
ろいろなゲーム、健康体操を行う「通いの場」づくり
を目指し、下津毛サロンを10月１日（火）から始め
ました。
　参加者30名で、健康体操や、それぞれの身近な出来
事などのおしゃべりやビンゴゲーム等で楽しみました。

　サロンは２ヶ月に１回、体操等は月ごとに行う予定
です。
　今後は、みんなで協力し合いながら一日一日を楽し
く元気で過ごしていけるようにしたいものです。

♪１２月、１月のふれあい喫茶♪
　和やかで、楽しいひとときを過ごしましょう。
【場　所】　中央公園管理棟ミーティングルーム
【日　時】　12月６日、20日、１月10日、24日
　　　　　　10時30分～15時30分
【料　金】　ケーキ付コーヒー　200円　
　　　　　　（コーヒーは飲み放題です）

　老人クラブに加入して、「生きがいづくり」、「健康
づくり」、「仲間づくり」、「地域づくり」などの活動
に取り組みましょう。
上峰町老人クラブ事務局　☎思５３－８１５５

　老人クラブ連合会では、10月31日にクラブ会員の
健康増進と交流の促進を目的に、すぱーく上峰で「健
康長寿スポーツ祭」を開催しました。
　今年度は、連合会役員及び各支部の正副支部長の約
50名の参加で、大字対抗の競技を行いました。
　堤支部の吉岡理事の選手宣誓から始まり、佐賀弁ラ
ジオ体操で体を整え、その後、大字対抗の「かご玉入
れ」、「輪投げ」、「グラウンドゴルフリレー」の３
種目で楽しく半日過ごしました。
　「かご玉入れ」は大字江迎地区、「輪投げ」は大字
堤地区、「グラウンドゴルフリレー」は大字前牟田地
区が優勝しました。

　参加者は笑顔と歓声で楽しく過ごし、来年度以降の
開催を要望する声がたくさん聞かれました。
　来年度は広く会員に参加を呼びかけて、「健康長寿
スポーツ祭」を開催する予定としております。
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上峰インフォメーション

フリマサービス 
トラブルは個人間で解決？

《事例１》�　初めてフリマアプリを利用し、新品と
記載されていた時計を約2千5百円で購
入した。届いた時計はネジが回らないし、
すぐに遅れる。売り手に抗議のメールを
送ったが、回答がない。

� （60歳代�男性）
《事例２》�　フリマサイトにブランドのバッグを出

品した。買い手に商品を送付し代金を受
け取ったが、「バッグは偽物だったので
返金するように」と連絡があった。バッ
グは数年前に正規店で購入した本物だ。
フリマサイトに相談したが、自分たちで
解決するようにと言われてしまった。

� （60歳代�女性）
 ひとこと助言 
☆�生前整理や終活の意識もあり、フリマサービスの
利用が高齢者にも広がっています。
☆�フリマサービスでの取引は、基本的に売主と買主
との個人間の取引です。利用規約では、トラブル
は当事者間で解決するように求められていること
をよく理解しましょう。
☆�利用する際は、利用規約をよく読み、サービスの
仕組みや禁止行為等についても理解しておくこと
が大切です。
☆�当事者間で話し合っても、運営事業者に相談して
も、交渉が進まない場合は、問題点の整理等を行
うため、お住まいの自治体の消費生活センター等
にご相談ください（消費者ホットライン「188」）。

おしらせ
２０１９年度第３回危険物取扱者試験

【種　類】　乙種第４類　危険物取扱者試験
【日　時】　令和２年２月２日（日）
　　　　　　13時30分
【場　所】　〒840−0027　佐賀市本庄町１番地
　　　　　　佐賀大学　本庄キャンパス
　　　　　　※�受験者多数のときは、他の場所で受

験をお願いすることがあります。
【受験願書提出先】
　〒840−0826
　佐賀市白山二丁目１番12号　佐賀商工ビル４階
　一般財団法人　消防試験研究センター佐賀県支部
【受験願書提出期間】
　《書面申請の場合》
　２月２日（月）から12月13日（金）まで
　《電子申請の場合》
　11月29日（金）から12月10日（火）まで
　※�電子申請の手続きについては、（一財）消防試験
研究センターのホームページをご覧ください。

　　一般財団法人　消防試験研究センター
　　https://www.shoubo-shiken.or.jp
【受験願書提出方法】
　持参又は郵送
　（�持参される方は、土曜日、日曜日を除いた日に
提出してください。）

【受験願書用紙等の常置場所】
　①一般財団法人　消防試験研究センター佐賀県支部
　②県内各消防本部・各消防署
一般財団法人　
消防試験研究センター佐賀県支部
〒８4０－０８２6
佐賀市白山二丁目１番１２号　佐賀商工ビル４階
☎２２－５6０２　思２９－８３５９

試験・資格

パートタイム・有期雇用労働法が 
施行されます
　2０2０年４月１日スタート
（中小企業は2０21年４月１日）

　正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差が禁止
されます！同一労働同一賃金ガイドラインに沿った
待遇の見直しをしましょう！！

取組の参考となる情報は、厚生労働省
ホームページへ

佐賀労働局　雇用環境・均等室
☎３２－7２１８

おしらせ

12月　エコライフ講座
【内　容】　アロマワックスサシェ
　　　　　　（�ワックスとアロマオイル、ドライフ

ラワーで作ります）
【場　所】　鳥栖・三養基西部リサイクルプラザ
　　　　　　調理室
【日　時】　12月15日（日）　10時～12時
【材料費】　500円
【募集人員】　20人
＊事前に申込みをしてください。
＊�応募者多数の場合は抽選となります。
【申込締切日】　12月６日（金）

　鳥栖・三養基西部リサイクルプラザ
　月曜日～金曜日　８時３０分～１7時
　☎０９4２－９4－９３１３

講座・イベント

エコマーケット・もったいなか市　同時開催！！
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上峰インフォメーション

陸海空自衛官募集案内

採用試験のご案内

資料のご請求につきましては、鳥栖地域事務所までご連絡ください。
自衛隊佐賀地方協力本部　鳥栖地域事務所　☎０９4２－８３－4０77

試験・資格

募集種目 受験資格 受付期間 試験日 試験会場

陸上自衛隊
高等工科学校
生徒（一般）

男子で中卒（見込含む）
17歳未満の男子

11月１日～
令和２年
１月６日

１次：令和２年１月18日（土）
２次：令和２年２月１日（土）

１次：�目達原駐屯地
２次：�目達原駐屯地

予備自衛官補
（一般）

18歳以上34歳未満の者
令和２年
１月７日～
４月12日

令和２年４月20日～24日
（いずれか１日）

分かり次第ご連絡します。
予備自衛官補
（技能）

18歳以上で、
国家免許資格を有する者

（資格により年齢上限が53歳～55歳未満）

募集種目 受験資格 受付期間 試験日 試験会場

自衛官候補生
（男子）

18歳以上33歳未満の男子
（高卒・見込み含む）

※女子については、お問い合わせください。
随時受付中

12月７日（土）
令和２年
１月25日（土）

目達原駐屯地

交通マナーアップ！～やめよう「佐賀 
のよかろうもん運転」～

　いわゆる「あおり運転」等は、重大な交通事故に
つながる悪質・危険な行為です。また、車間距離保
持義務違反、進路変更禁止違反、急ブレーキ禁止違
反等の道路交通法違反のほか、危険運転致死傷罪（妨
害目的運転）や刑法の暴行罪に該当することがあり
ます。
　危険な運転者に追われるなどした場合は、サービ
スエリアやパーキングエリア等、交通事故に遭わな
い場所に避難して、ためらうことなく警察に110番
通報をしてください。
　正しい交通ルールを守った運転で、皆が安全・快
適に通行できる交通環境をつくりましょう。

おしらせ

3秒間の車間距離、3秒前・

30メートル前の進路変更

合図を実践しよう！

シルバードライバーズサポート室が 
新設されました！

　車の運転に不安のある高齢者の方を対象に、今の
運転技術を無料でチェックできる高齢運転者技能教
習や専門アドバイザーによる相談受付が佐賀県警察
本部運転免許センターで行われています。興味のあ
る方は、ぜひご利用ください。
※�ご利用の際は、運転免許センターへ予約が必要で
す。

【高齢運転者技能教習】
　実施時間：毎週火曜日　①14時30分～
　　　　　　　　　　　　②15時40分～
　※年末年始、祝日、２月・３月・８月を除く

【専門アドバイザーによる相談受付】
　面談時間：月～金曜日
　　　　　　14時30分～17時

佐賀県警察本部運転免許センター
（佐賀市久保泉町川久保２１２１番地２6）
☎９８－２２２０
予約受付時間：月～金曜日　８時３０分～１7時
※高齢運転者技能教習は、１３時～１7時

おしらせ
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上峰インフォメーション

小学生～高校生のための春休み海外研修交流事業　参加者募集
おしらせ

　公益財団法人・国際青少年研修協会では、10コー
スの参加者を募集しています。海外生活を通して交流
を体験し、国際感覚を養うことを目的に実施します。
おひとりで参加になる方や、はじめて海外へ行かれる
方が７割以上参加されます。事前研修会では仲間作り
からサポートいたしますので、安心してご参加いただ
けます。
【研 修 国】　�イギリス・オーストラリア・カナダ・
　　　　　　　サイパン・ニュージーランド・
　　　　　　　フィリピン・カンボジア・ネパール
【内　　容】　�ホームステイ・英語研修・文化交流・

地域見学・野外活動等
　　　　　　　＊�コースにより体験内容をお選びいた

だけます
【説 明 会】　�全国10都市にて開催
　　　　　　　（予約不要・入場無料）
【日　　程】　３月25日（水）～４月５日（日）の内
　　　　　　　６～11日間
　　　　　　　＊コースにより異なる
【対　　象】　小３～高３の方まで
　　　　　　　＊コースにより対象学年が異なる
【定　　員】　10～20名

【参 加 費】　24.8～49.9万円
【締　　切】　�令和２年１月31日（金）締め切り日

まで受付します。
　　　　　　　（�１月24日までにお申し込みの方は、

早期割引１万円）
事前説明会
【日　　時】　令和２年１月19日（日）
　　　　　　　13時30分～15時
【場　　所】　エイムアテイン博多駅東会議室
　　　　　　　（会議室５M）
【住　　所】　福岡市博多区博多駅東１−12−17
　　　　　　　オフィスニューガイア博多駅前５階
　　　　　　　☎092−477−8050

【問い合わせ・資料請求】　
　公益財団法人　国際青少年研修協会
　住所　〒１4１－００３１　
　　　　東京都品川区西五反田７－１５－４
　　　　第三花田ビル４F
　電話　☎０３－64１7－９7２１　思０３－64１7－９7２4
　　　　死 info@kskk.or.jp
　　　　URL�http://www.kskk.or.jp

職業訓練受講生募集（２月入所生）
【募集コース及び定員】
おしらせ

入所月 募集科名 定員 募集期間 入所選考 訓練期間

２月生

ＣＡＤ/ＮＣ
オペレーション科

３科で
15名

11月25日（月）
～12月25日（水）

令和２年
１月８日（水）

令和２年２月４日（火）
� ～令和２年８月28日（金）溶接技術科

住環境ＣＡＤ科

【入所選考】　�筆記試験と面接を、ポリテクセンター
佐賀で実施します。

【受講料】　無料（全訓練期間中）
　＊テキスト代等は別途自己負担となります。
【応募資格】　�新たな職業に就こうとする求職者で、

受講意欲があり公共職業安定所長より
受講指示等の受講斡旋を受けることが
可能な方。

【申込方法】　�受講を希望される方は、最寄りのハ
ローワークでご相談の上、応募書類を
ハローワークにご提出ください。

【その他】　�施設の見学、訓練内容の説明、訓練体験
など、「オープンキャンパス」を毎月、無
料で実施していますので、お気軽にご参
加ください。（開庁日は毎日見学が可能
です。）

ポリテクセンター佐賀　訓練課
☎２6－９５１6

※最初の約１か月間は、本訓練に移行する前の導入訓練となります。
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女性のための総合相談
　配偶者等からの暴力でお悩みの方、ご相談
ください。ひとりで悩まず、どんな相談でも
私たちに声を聞かせてください。
　相談は、佐賀県ＤＶ総合対策センターの相
談員がお受けいたします。
【日　時】　12月27日（金）　10時～16時
【場　所】　役場別館２階会議室

相　談

12月の無料法律相談
　金銭の貸借、離婚、相続などのトラブルでお
悩みの方は、佐賀県弁護士会所属の弁護士へ
お気軽にご相談ください。秘密は厳守します。
【日　時】　12月18日（水）
　　　　　　９時30分～16時30分
【場　所】　おたっしゃ館　相談室
【受　付】　12月９日（火）～　先着９名様

　上峰町社会福祉協議会
　☎５２－4９３０（担当：吉富、伊丹）

相　談相　談

12月の人権・行政相談
【日　時】　12月18日（水）　９時～12時
【場　所】　役場別館２階会議室
【担　当】
　・人権擁護委員　久米　硺馬
　　　　　　　　　末次　憲昭
　　　　　　　　　碇　　敬子
　　　　　　　　　東内　孝一
　・行政相談委員　江頭　律子

相　談

12月の消費生活相談
【日　時】　12月10日（火）、24日（火）
　　　　　　９時～12時／13時～15時
【場　所】　役場別館２階会議室

　総務課　総務係　☎５２－２１８１
【近隣市町】※時間は上記と同様。
　・みやき町【相談日】　毎週月・水曜日

　企画調整課　☎０９4２－８９－１6５５
　・吉野ヶ里町【相談日】　毎週木曜日

　産業振興課　☎０９５２－３7－０３５０
　・神埼市【相談日】　毎週火・金曜日

　商工観光課　☎０９５２－３7－０１０7
　近隣市町と消費生活相談窓口の広域連携を
していますので、上記の相談窓口へも相談が
可能です。

相　談

防災コラム

上峰町防災士会　執筆　林　眞敏

しまいこんでいませんか？

ご存じ！！ ハザードマップ

町の防災マップ
を基準にして

防災情報を、地域のハザードマップに！

作
ろ
う
地
域
の
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ

ご近所の災害の危険性を
おしえてくれる。

最近の災害からの教訓
日ごろから注意すべきところ
冠水時の川との境目等
避難経路の複数化等

こども食堂なごみ　お知らせ
　12月の営業日は、予定を変更して下記日程で営業致し
ます。クリスマスも兼ねて、すぱーく上峰にて開催される
「smileフェス」に出店します。是非、この機会にお越し
ください。
【日　時】　�12月８日（日）　10時～16時
【メニュー】　ビーフカレー
　　　　　　　（トッピング（ウインナー・エビフライなど））
　　　　　　　野菜サラダ、ジュース類
【場　所】　すぱーく上峰
【料　金】　１人　300円
　　　　　　おてつだいができたら100円引
　　　　　　５歳以下は無料
　　　　　　（おかわり自由）いっぱい食べてね！！

【地域ボランティア活動募集】
　こども食堂のお手伝いのできる方
　してみたいと思っている方
　是非参加して見ませんか�
喫茶和み　☎５２－１５66

おしらせ

地域の特性
弱点は何か
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民間企業等の主な助成事業一覧
おしらせ

問い合わせは、各助成団体にお願いします。

助成団体名　（公財）経営者顕彰財団
助成事業名　助成事業
対象事業　�九州・山口地方において、創業を目指す起業

家、中小企業者等の教育訓練・人材育成を目
的とする事業で、次に掲げる事業のいずれか
に該当すること。

　　　　　ア　起業家を育成する事業
　　　　　イ　�中小企業等の経営幹部を育成する事業
　　　　　ウ　�中小企業等の技術者を訓練・育成する事業
　　　　　エ　�中小企業等の従業員の職業訓練・教育訓

練を目的とする事業
　　　　　オ　�中小企業等の人材育成に関する教育指導

を行う指導者を育成する事業
分野/キーワード　技術革新
対 象 者　�九州・山口地域にある起業家の育成、中小企

業者の教育訓練を行っている企業、法人施
設・団体等（個人は除く）

助成金額　１件当たり１０万円～３０万円（今年度予算５０万円）
応募時期　随時
参照URL　�https://www.kk-foundation.jp/subsidy/index.html

助成団体名　（公財）日本財団
助成事業名　日本財団補助施設の修繕・改造等
対象事業　�社会福祉施設等において、主に障害の多様な

特性と心身の状態に応じて必要とされる基本
的な環境を整備するための改造等

　　　　　１.�経年劣化等の理由により、施設の安全な利用
に支障をきたし、修繕が必要と認められる施
設の修繕事業（緊急性が高いもののみが対象）

　　　　　２.�施設のさらなる有効利用を目的とし新たな
機能を追加するための改造事業

　　　　　�・改造事業の参考事例�
　　　　　　�重度化・高齢化に対応するためのバリアフリー

化（避難経路確保のための非常口スロープ設
置、車いす利用者用車寄せ、洗面所の設置等）

�　　　　　・�耐震工事及びスプリンクラー設置工事は
対象外

　　　　　３.�災害その他の事由により施設に欠陥を生
じ、緊急に復旧することが必要と認められ
る施設の復旧事業

分野/キーワード　福祉/建築物
対 象 者　�日本財団の助成金により建設された社会福祉施設等
助成金額　�○補助率　８０%以内
　　　　　・�文化スポーツ施設等：原則として１,０００万円

が限度額
　　　　　・�その他の事業：原則として３,０００万円が限度額
応募時期　�２０１９.４.１～２０２０.２.２８
参照URL　�https://www.nippon-foundation.or.jp/

grant_application/programs/remodeling/

助成団体名　（公財）下中記念財団
助成事業名　下中科学研究助成金
対象事業　�学校教師の教育のための真摯な研究に対する

助成。個人研究、共同研究いずれも可。
分野/キーワード　教育
対 象 者　�小、中、高校、教育センター、特別支援学校、

高等専門学校の教員等
助成金額　�３０万円/件　総額９００万円　※３０件程度
応募時期　�締切：２０１９.１２.１０
参照URL　�https://www.shimonaka.or.jp/topics/２０１９-

3s-grant-reqirements/

助成団体名　（公財）天田財団
助成事業名　国際交流促進助成
対象事業　�Ⅳ）国際会議等準備及び開催助成
　　　　　　　�国内で開催される権威ある機関又は団体

が主催する国際会議等の準備及び開催へ
の助成

　　　　　Ⅴ）第1回国際会議等準備及び開催助成
　　　　　　　�海外での開催実績があり、国内で初めて

開催される権威のある機関又は団体が主
催する国際会議等の準備及び開催への助
成（初回限定）

　　　　　Ⅵ）国際会議等参加助成
　　　　　　　�海外で開催される権威のある機関又は団

体が主催する国際会議等に参加し、運営
の役割を担う者の旅費等に対する助成
（院生同行1名可）

　　　　　Ⅶ）国際会議等参加助成（若手研究者）
　　　　　　　�海外で開催される権威のある機関又は団

体が主催する国際会議等に参加し、発表等
を行う若手研究者の旅費等に対する助成

　　　　　Ⅷ）国際シンポジウム等準備及び開催助成
　　　　　　　�自らが中心的役割を担い、3か国以上の

研究者を招聘して開催する小規模な研究
交流会等への準備及び開催への助成

分野/キーワード　国際/技術革新
対 象 者　�日本国内の大学院、大学、高等専門学校、国

公立及びそれに準ずる研究機関に所属（勤務）
する研究者（学生及び大学院生は除く）、又
は国内の学協会に所属する研究団体の研究者

助成金額　Ⅳ）３０～５０万円
　　　　　Ⅴ）１００～１５０万円
　　　　　Ⅵ）２０～３５万円（1名）４０～７０万円（2名）
　　　　　Ⅶ）２０～３５万円
　　　　　Ⅷ）８０～１００万円
応募時期　前期：２０１９.６.１０～７.３１
　　　　　後期：２０１９.１０.１～１２.２０
参照URL　�https://www.amada-f.or.jp/prog
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さがCSOポータルでも掲載されています。
【URL】　https://www.cso-portal.net/info_subsidy/

※問い合わせは、各助成団体にお願いします。

助成団体名　（公財）西日本国際財団
助成事業名　国際化助成事業
対象事業　�九州及び山口県、沖縄県内又はアジア諸国に

おいて行う国際交流、国際貢献・国際協力の
促進を目的とする事業で、次に掲げる事業の
いずれかに該当すること。

　　　　　ア��開発途上国等に対する援助を図る事業
　　　　　イ��在住外国人に対する支援を図る事業
　　　　　ウ��外国人と地域との交流を深める事業
　　　　　エ��地域の国際理解や地域と外国人との相互

理解を促す事業
　　　　　オ��国際交流、国際貢献・国際協力に係る地

域の担い手を育成する事業
　　　　　カ��国際交流団体、国際協力団体の育成、活

動の充実を図るための事業
　　　　　キ��災害等緊急時における支援活動事業
分野/キーワード　国際
対 象 者　�活動の本拠地が九州及び山口県、沖縄県内に

ある団体
　　　　　※営利企業や国・地方公共団体等は対象外。
助成金額　�1事業�２０万円
　　　　　（助成対象事業費の1/2以内）
応募時期　�随時
参照URL　�http://www.nnk-foundation.jp/subsidy/index.html

助成団体名　本田技研工業株式会社
助成事業名　Hondaビーチクリーン活動
対象事業　�HONDAが開発した「牽引式ビーチクリー

ナー」（四輪バギーに、数種類の清掃アタッ
チメントを装着し、砂浜を走行しながらゴミ
を回収していく牽引式のビーチクリーナーシ
ステム）を使い、従業員とOBのボランティ
アで編成されたキャラバン隊が地域社会と協
力して全国の砂浜を清掃する活動。海岸を管
理している自治体からの要請に基づき、安全
管理や稼働環境、実施日程など調整のとれた
自治体から順次実施している。

分野/キーワード　環境
対 象 者　�海岸管理者である国・都道府県・市町村等の

自治体
助成金額　�−
応募時期　�随時
参照URL　�https://www.honda.co.jp/philanthropy/beach/

助成団体名　公益信託経団連自然保護基金
助成事業名　公益信託経団連自然保護基金
対象事業　�（１）開発途上地域の自然保護活動
　　　　　（２）日本国内の野生動植物の保護繁殖活動
　　　　　（３）日本国内の自然保護活動
分野/キーワード　環境/国際/生物
対 象 者　�法人格を有し、3年以上の自然保護活動の実

績があり、評価を得ている団体
助成金額　�標準金額の定めなし（申請活動の内容・収支

計画を考慮して助成金額を決定）
応募時期　２０１９.１０.１～１２.２
参照URL　�http://www.keidanren.net/kncf/fund/

project/

助成団体名　株式会社ラッシュジャパン
助成事業名　LUSHチャリティバンク
対象事業　�・自然環境の保護活動
　　　　　・動物の権利擁護活動
　　　　　・人権擁護・人道支援・復興支援活動
分野/キーワード　環境/福祉/国際/NPO/教育/都市景観
対 象 者　�小規模で草の根活動を行っており、活動実績

のあるグループ/個人、活動実績が1年以上
助成金額　�１０～２００万円（変更の可能性あり）
応募時期　�締切：2カ月に1度、以下の月末を応募締め

切りとする。
　　　　　※�応募締め切り日：2月末日、6月末日、8月

末日、１０月末日、１２月末日
参照URL　�https://jn.lush.com/article/charity-

guidelines

助成団体名　（公社）日本女医会
助成事業名　学術研究助成
対象事業　�後進の研究助成を図り、医学分野の発展向上

に寄与するものへの助成
分野/キーワード　医療/女性
対 象 者　�申請締切時において満４５歳未満の日本国内在

住の女性医師
助成金額　３０万円（上限）　採択件数は3件以内
応募時期　締切：２０１９.１２.２５
参照URL　�http://www.jmwa.or.jp/joseikin/joseikin.php

助成団体名　（公社）日本女医会
助成事業名　学術研究助成　溝口昌子賞
対象事業　�女性医師のキャリアアップと永年勤続に対す

る助成
分野/キーワード　医療/女性
対 象 者　�申請時に満５５歳未満で、大学病院又は総合病

院等に臨床の常勤医として役職に就いて勤務
しており、臨床、研究、教育、社会活動等を行っ
ている日本国に在住の女性医師（教授は除く）。

助成金額　３０万円（上限）　毎年1名に授与
応募時期　締切：２０１９.１２.２５
参照URL　�http://www.jmwa.or.jp/mizoguchi/mizoguchi.php
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