
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】　11月28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
◎�天候にかかわらず園舎内にも遊び
スペースを設けておりますので、
どうぞご利用ください。
◎�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】　音楽あそび
【日　時】　11月27日（水）　10時～11時
【受付開始日】　11月20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

ひよ子ルーム
【日　時】　11月８日（金）
　　　　　　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
　お外遊びが気持ちの良い季節になってきました
ね。１１月は季節の製作と、天気が良い時はお外遊
びを楽しみたいと思います。
　動きやすい服装・水筒・帽子をご持参ください。

☆運動会に向けて☆
　運動会のバルーンの練習！保育士の声かけや笛の音で
いろいろな技に挑戦しました。初めは上手くいかなかっ
たけど練習を重ねるうちに上手くなり、練習も楽しくな
りました。みんなで楽しい思い出が一つ増えました。

保育園

※�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】　11月１、８、15、22、29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】　11月22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。

▲家族大うんどうかい　頑張りました！

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

１１月　生き生き子育て応援
　毎年上峰町民文化祭では、園児が郷土芸能『面浮立』を披露して
います。面浮立とは、太鼓や鉦（かね）の音と共に鬼の面をつけて
踊る民族芸能です。その音色は、流行のJ－POPや洋楽とは全く異
なりますが、現代の子どもたちの心にも強く残るものであるようで
す。ぜひ、みなさんもご覧にお越しください。
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令和元年度 佐賀県がん患者・家族 
つどいの会

【日　　時】　11月17日（日）
　　　　　　　受付：12時30分～
【場　　所】　佐賀メディカルセンタービル
　　　　　　　３階研修室
　　　　　　　（〒840−0054
　　　　　　　　佐賀市水ケ江１丁目12−10）
【対象及び定員】　�がん患者・その家族30名（受付順）
【内　　容】　13時～14時
　　　　　　　　“エコクラフトで小物作り”
　　　　　　　　高見明美（たかみあけみ）先生
　　　　　　　14時～16時
　　　　　　　　親睦・交流会（お茶菓子付き）
【参 加 料】　無料
【申込方法】　�住所・氏名・電話番号・家族同伴の

有無を電話でご連絡ください。
　　　　　　　電話受付（�平日の月～金　9時30分～

13時　14時～16時30分）
【申込期限】　11月15日（金）
佐賀県がん総合支援センター��“さん愛プラザ”
☎0１２0－２４６－３８８
佐賀県健康づくり財団　内
（〒８４0－00５４　佐賀市水ケ江1丁目１２－１0）

おしらせ
介護のお仕事フェア

　佐賀県社会福祉協議会（福祉人材・研修センター）
と鳥栖地区広域市町村圏組合は、鳥栖・基山・上峰・
みやきの介護事業所を集めた就職面談会を開催しま
す。介護現場の生の声が聞けますので、介護の職場
で働きたい方や関心のある方のご参加をお待ちして
おります。
【実 施 日】　11月26日（火）
　　　　　　　13時～15時
【実施場所】　フレスポ鳥栖
　　　　　　　ウェルカムコート
【主　　催】　佐賀県社会福祉協議会・
　　　　　　　鳥栖地区広域市町村圏組合
【申し込み】　不要
【参 加 料】　無料
佐賀県社会福祉協議会
（福祉人材・研修センター）
☎２８－３４0６

おしらせ

上峰町老人クラブだより
おしらせ

　９月26日佐賀市で開催された佐賀県老人クラブ
リーダー研修会において、上峰町老連前副会長重松文
彦氏が、過去10年以上にわたり老人クラブの育成・
運営に携わり、その功績が顕著と認められ、「老人クラ
ブ育成功労表彰」を受賞されました。

　９月19日開催の上峰町老人クラブグラウンド・ゴ
ルフ大会の上位入賞者は次のとおりです。（敬称略）
優　勝　江頭��典雄（八枚支部）
準優勝　川副��武男（三上支部）
３　位　金子��國碩（井手口支部）
４　位　江頭��紘一（八枚支部）
５　位　矢動丸��茂利（堤支部）

♪１１月、１２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】　11月８日、22日、12月6日、20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
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奉仕団団員募集中
おしらせ

町の地酒　鎮西八郎
おしらせ

　都
つ

紀
き

女
め

加
か

王
おう

墓
ぼ

と古墳公園を守る奉仕団（平成27年11�
月発足）の団員を募集しています。
　奉仕団では、月１回の町の古墳公園内の環境美化活
動と町の地酒『鎮西八郎』づくりを天吹酒造と共同で
行っています。
※公園内等の環境美化活動
【日　時】　月１回　第３日曜日　９時～11時
【内　容】　�古墳公園及び周辺の清掃・除草・落ち葉

拾い・花植え
※団費は年間500円です。

◎都紀女加王と都紀女加王墓
　都紀女加王は、第15代応神天皇（在位：西暦270～
312年）のひ孫にあたる「王」であり、５世紀中ごろ
初代の筑

ちくしめたくにのみやつこ

志米多国造として「米多の原」一帯（＝目達
原）を治めた人物で、都紀女加王墓は1500年前から
存在している陵墓であります。私たちはこの都紀女加
王墓を“町の宝”として守っていくべく奉仕活動を行っ
ています。

◎上峰町の地酒『鎮西八郎』
　上峰町の地酒づくりを行っています（ふるさと納税
の返礼品・１本売り）。町内のお米と町木ツバキ酵母
を合わせてまろやかな味に醸造しています。

　私たちと一緒に自らの健康維持と社会貢献をしてみ
ませんか。町民の皆さまのご参加をお待ちしておりま
す。

都紀女加王墓と古墳公園を守る奉仕団
☎５２－１６６５（団長��寺﨑）
上峰町ふるさと学館　☎５２－４9３４

　都
つ

紀
き

女
め

加
か

王
おう

墓
ぼ

と古墳公園を守る奉仕団（町民有志
30有余名）で、町等のご支援をいただき、奉仕団と
天吹社の共同にて、町の地酒《鎮西八郎＝純米吟醸
720ml＝1,500円（税別）・大吟醸720ml＝2,000円
（同）》を町内のお米と町木ツバキの酵母を使い、ま
ろやかな味に醸造いたしました。
　町民のみなさまに、町の地酒（鎮西八郎）を「お食
事のおともに・お祝い等の引き出物に」ご飲用・ご賞
味いただきますように、ご案内申し上げます。
　なお、売り上げの一部は、御陵（都紀女加王墓）と
古墳公園の維持管理に充当させていただきます。
　町民のみなさまのご理解とご支援を賜り、町の地酒
（鎮西八郎）を応援くださるように、よろしくお願い
いたします。
※上峰町内の酒屋で購入できます。
※�平成28年度上峰町地域づくり事業補助金を活用し
て完成しました。

都紀女加王墓と古墳公園を守る奉仕団
☎５２－１６６５（団長��寺﨑）
起立工商協会　☎５５－８７７７
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１１月９日は１１９番の日
　11月９日は119番の日です。救急車の適正利用に
ご協力をお願いします。
　症状が軽い、交通手段がないなど、緊急性がなく
自力で病院に行ける場合は、救急車以外の交通機関
等を利用してください。
　火災や災害の問い合わせのために119番をかける
のは絶対におやめください。
　火災・災害の問い合わせ
　☎0１８0－999－５５５
　詳しくは
　鳥栖・三養基地区消防事務組合
　☎09４２－８５－0１１9

おしらせ
「第４２回さが矯正展」開催

　当所では、法務省が主唱する“社会を明るくする
運動”の一環として、毎年、当所庁舎前において、「さ
が矯正展」を開催しておりますが、本年度も下記の
とおり開催する予定となっております。
【日　時】　11月９日（土）　10時～16時まで
　　　　　　11月10日（日）　10時～15時まで
【場　所】　佐賀少年刑務所庁舎前
　　　　　　（佐賀市新生町２−１）
　　　　　　駐車場有
【連絡先】　佐賀少年刑務所職業訓練担当
　　　　　　☎26−3740（職業訓練担当）
　　　　　　思26−3992

おしらせ

秋季火災予防運動
　11月９日（土）から11月15日（金）までの７日間、
全国一斉に秋季火災予防運動が実施されます。
　「ひとつずつ　いいね！で確認　火の用心」を�
統一標語に、鳥栖・三養基地区消防事務組合では、
21時にサイレンを吹鳴し、火災への注意を呼びか
けます。
　詳しくは
　鳥栖・三養基地区消防事務組合
　消防本部　予防課　建築係
　☎09４２－８３－７99６

おしらせ

消費税率引き上げに便乗した詐欺に
注意

　銀行の業界団体を名乗る男から、「消費税増税の関
係で、高齢者に社会保険料の一部が戻ることとなっ
た。通帳とキャッシュカードの番号を教えてほしい。
お宅は４万円戻る」と電話があった。
� （80歳代�男性）
 ひとこと助言 
☆�社会的に話題になっている出来事を悪用し、言葉
巧みに近づく詐欺手口が見られます。今後、消費
税率の引き上げに便乗した手口の発生が予想さ
れ、注意が必要です。
☆�金融機関や行政等が、消費税増税を理由に消費者
個人に電話をかけてくることはありません。「お
金が戻ってくる」等と言われても信用してはいけ
ません。
☆�着信番号通知や録音機を活用し、知っている人以
外の電話には直接出ないということもトラブルを
避ける一つの方法です。
☆�不審な電話があったら、すぐに最寄りの警察やお
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（警察相談専用電話「♯9110」、消費者ホッ
トライン「188」）。

おしらせ

『年末調整説明会』及び『消費税の 
軽減税率制度説明会』のご案内

　令和元年分給与所得の年末調整説明会及び消費税
の軽減税率制度説明会を次のとおり開催します。
【対象者】　�年末調整説明会は上峰町内の源泉徴収

義務者、消費税の軽減税率制度説明会
はどなたでも参加できます。

【日　時】　11月20日（水）
　　　　　　13時～15時30分
【場　所】　鳥栖市民文化会館　大ホール
　　　　　　鳥栖市宿町807−17
○�年末調整関係書類（案内状同封）を事前に送付し
ますので、ご出席の際は必ずご持参ください。
○�駐車場の駐車台数に限りがありますので、できる
だけ公共交通機関をご利用ください。
鳥栖税務署　法人課税部門
（源泉所得税担当）
☎09４２－８２－３５６３

おしらせ

おしらせ
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２０２０年版さが県民手帳発売
　サイズ
　90㎜×157㎜
　700円

【販売場所】
　市町役場統計担当窓口
　行政の窓口（佐賀県庁新館１階）
　県内各書店
　（一部取り扱っていない書店もあります）
　県内セブンイレブン各店
　県内ローソン各店
　ファミリーマート佐賀県庁店
　佐賀県統計協会（佐賀県統計分析課内）
　※県外ではロフトでも取り扱っています

上峰町役場　まち・ひと・しごと創生室
広報企画係（庁舎２階）
☎５２－２１８２

〒８４0－８５７0　佐賀市城内一丁目１番５9号
（佐賀県統計分析課内）　佐賀県統計協会
☎３７－７0３６

おしらせ

ネイビー

ピンクアイスグレー

こども食堂なごみ　お知らせ
《なごみの願い》
　「おふくろの味」で子どもお年寄り家族みんなで
一緒「心と身体の栄養補給」
　気軽にご来店いただき、地域の多世代がつながる
場にしたいと考えています。
【日　時】　�毎月１回　第１土曜日　11月２日（土）
　　　　　　11時30分～15時
【メニュー】　牛丼、惣菜、
　味噌汁、野菜サラダ、
　フルーツ等、ジュース
【場　所】　上峰町堤1651−269
【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！！
【�お知らせ】　12月８日（日）にすぱーく上峰で
開催される「smileフェス」に出店致します。メ
ニューは、カレーライス・トッピング（エビ・か
ら揚げ・ウインナー）他。是非、お越しください。

喫茶和み　☎５２－１５６６

おしらせ

※�３月２５日より乗合タクシーでこども食堂なごみまで
利用できるようになりました。是非、この機会にお
越しください。お待ちしております。

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（推薦）

男子で中卒（見込含む）17歳未満
の成績優秀かつ生徒会活動等に
顕著な実績を修め、学校長が推薦

できる男子

11月１日
～11月29
日

令和２年１月５日・６日
※いずれか１日を指定されます。

健軍駐屯地（熊本市）

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

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） 目達原駐屯地
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２０１９ハートケア・フォーラム in 鳥栖　不登校・ひきこもりの人の気持ちを理解しよう！
おしらせ

佐賀県留学生等受入促進プロジェクト　ホストファミリー大募集！
おしらせ

　推計120万人ともいわれる「ひきこもり」には様々
な要因が絡まっています。
　誰かに助けを求めたくてもできず、本人も家族も苦
しんでいます。
　引きこもり支援の第一人者である山口大学の山根俊
恵教授を迎え、ひとりひとりの可能性を信じ、これか
ら出来る事を一緒に考えてみませんか？
【日　時】　11月23日（土）　13時30分～16時30分
【場　所】　�鳥栖市民文化会館３階・鳥栖市宿町807

番地17
【内　容】　第１部：講演
　　　　　　「不登校・ひきこもりの実際と支援
� ～8050問題～」
　　　　　　第２部：シンポジウム
　　　　　　「あなたを理解したい
� ～家族と支援者の思い～」
【入　場】　無料
【対象者】　どなたでも、定員100名
【申し込み方法】　�ＱＲコードから申し込み

フォームにアクセス
　　　　　　　　　または、電話・FAX
【申し込み期間】　11月22日18時まで

　☎09４２－５0－9５３0　思09４２－５0－9５３１
　株式会社ハートケア鳥栖
　（プラスワン訪問看護ステーション）
　鳥栖市古野町２６８番地３

【後　援】　�上峰町、鳥栖市、みやき町、基山町、総
合相談支援センターキャッチ

　佐賀県教育委員会では、海外から佐賀県を訪れる外
国人留学生等を受け入れてくださるホストファミリー
を募集します。ホストファミリーになって、日々の生
活の中で留学生との交流を通して世界を身近に感じて
みませんか。ぜひ、ホストファミリーバンクにお申込
みください。
【募集期間】　随時
【募集対象】　�外国人留学生等のホームステイ受入れ

が可能で、国際交流に興味・関心をお
持ちの方

【ホームステイ受入れの期間】
　短い場合は数日、最長１年まで、様々なケースがあ
ります。
【登録から受入れまでの流れ】

【申込み・登録】電話やメールで下記まで問い合わせ
てください。ホストファミリーバンク登録申込書をお
渡ししますので、それを教育振興課にご提出ください。
ご記入いただいた情報を登録します。

　佐賀県教育庁教育振興課
　佐賀市城内１－１－５9（佐賀県庁旧館２階）
　☎２５－７４１１
　死global-jinzai@pref.saga.lg.jp

バンク
登録者

佐賀県教育庁教育振興課

留学斡旋
団体等

⑥受入れの可否を回答

⑤受入れの依頼

①登録 ②紹介
　依頼 ④情報

　提供
③情報提供
　の可否を
　問合せ
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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】　11月22日（金）　10時～16時
【場　所】　役場別館２階会議室

相　談

１１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】　11月20日（水）
　　　　　　９時30分～16時30分
【場　所】　おたっしゃ館　相談室
【受　付】　11月５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

１１月の人権・行政相談
【日　時】　11月20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

１１月の消費生活相談
【日　時】　11月12日（火）、26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

全国一斉「女性の人権ホットライン」 
　強化週間

【実施期間】　11月18日（月）から
　　　　　　　同月24日（日）までの７日間
【受付時間】　11月18日（月）～22日（金）
　　　　　　　８時30分～19時まで
　　　　　　　11月23日（土）～24日（日）
　　　　　　　10時～17時まで

【相談電話番号】　05 7 0－0
ゼロ

7
ナナ

0
ゼロ

－
の

8
ハートライン

1 0
　　　　　　　（全国共通）
【相談担当者】　法務局職員、人権擁護委員
※�夫やパートナーからの暴力（ＤＶ）、職場におけるセク
シュアル・ハラスメント、ストーカー行為といった女性
をめぐる様々な人権問題についての相談を受け付ける専
用電話相談窓口です。秘密は固く守られますので、ひと
りで悩まず、お気軽にご相談ください。

おしらせ

避難警戒レベルについて知ろう

避難しましょう
◆避難に時間を要する人

●ご高齢の方　

●障害のある方

●乳・幼児等　

避難の準備を

整えよう
●その他の方

警戒レベル5段階のうち、
特に、警戒レベル3の意味を理解しよう！

　地球の温暖化等の影響により、いつでもどこ
でも猛烈な雨が強まり、生活基盤におそれを及
ぼす可能性がある。

　どの段階で避難行動をと
るべきかを、今一度考えて
おきましょう。
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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）朝日新聞文化財団
助成事業名　芸術活動助成
対象事業　�芸術的水準が高いと認められ、原則としてプ

ロ、あるいはプロを目指す芸術家が出演者、
出品者として行う事業で、次のいずれかの要
件を満たすこと。

　　　　　a�芸術上の啓蒙普及的意義のあるもの
　　　　　b�芸術家に発表の機会を広げるもの
　　　　　c�地域の芸術文化向上に資するもの
分野/キーワード　芸術/文化
対 象 者　�公益法人や非営利団体、又はそれに準じる任

意団体、個人
助成金額　�１件あたり
　　　　　１０万円～１００万円
応募時期　�２０１９.７.１～１１.２８
参照URL　�http://www.asahizaidan.or.jp/grant/

grant０１.html

助成団体名　（一社）次世代自動車振興センター
助成事業名　燃料電池自動車新規需要創出活動補助事業
対象事業　�燃料電池自動車に商用の目的で水素を供給す

るために必要な設備において、燃料電池自動
車の需要を喚起するための新規需要創出活動
費用の一部を補助する。

分野/キーワード　環境
対 象 者　�法人及び個人事業者
　　　　　（�地方公共団体及び地方公共団体が出資する

法人を含む）
助成金額　�・上限額：
　　　　　　１,６００万円～２,６００万円
　　　　　�※水素供給設備の供給方式・供給能力により

異なる
応募時期　�２０１９.４.１～１２.２７
参照URL　�http://www.cev-pc.or.jp/hojo/suiso_

outline_juyo_h３１.html

30



上峰インフォメーション

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　（公財）三菱UFJ信託地域文化財団
助成事業名　三菱UFJ信託地域文化財団助成
対象事業　�永年地域文化の振興に寄与してきた団体、と

りわけ地域の音楽・美術・演劇・伝統芸能の
各分野において努力している諸団体の活動に
対する助成。

　　　　　①�音楽部門：地域で継続的に活動しているア
マチュアの音楽団体の公演

　　　　　　（例）�オーケストラ、オペラ、合唱、吹奏楽、
音楽祭等

　　　　　②�美術展部門：地域の人々に優れた美術品の
鑑賞の機会を提供する展示活動等

　　　　　　（例）企画展、公募展等
　　　　　③�演劇部門：地域で継続的に活動しているア

マチュアの演劇団体の公演
　　　　　　（例）�一般劇・現代劇、ミュージカル、演

劇祭等
　　　　　④�伝統芸能部門：各地の伝統芸能の伝承と保

存、後継者の育成を図るための公演
　　　　　　（例）�伝統芸能祭、舞踊等、能・薪能、人

形浄瑠璃、太鼓、お囃子、獅子舞、
農村歌舞伎、神楽・雅楽等

分野/キーワード　文化/芸術
対 象 者　�国内の団体・法人
助成金額　�上限なし
　　　　　（実績は１件当たり２０万～７０万円）
応募時期　�２０１９.８.１～１１.３０
参照URL　�http://www.mut-tiikibunkazaidan.or.jp/

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　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
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