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活動報告 おおいたマチカド座学（平成25年6月28日、8月24日）

【財団独自事業】
■助成事業　公募テーマの発表（50 万円，100 万円以内 / 団体）
公募する事業のテーマを、10 月頃に発表予定です。

【大分県受託事業関連】
■第 3 回おおいたマチカド座学 + 交流会   
世界農業遺産とジオパークをﾃｰﾏにした座学と交流会を開催しています。

・日程・場所：10 月下旬、大分市内にて開催予定。

■中級講座（資金力強化プログラム）
助成事業の申請書の書き方を通して、資金力強化を図る講座

・日程：②10/4（金）　③10/25（金）    ④11/15（金）　※①は終了

※1 日 2 部制。昼 15 ～ 17 時。夜 19 ～ 21 時。昼夜同じ内容。

・場所：コンパルホール（大分市）

■チャレンジセミナー    
ｿｰｼｬﾙﾋﾞｼﾞﾈｽや指定管理をテーマに、県外で活躍する講師による講演

・日程・場所：①10/5（土）6（日）　②1/24（金）　ｺﾝﾊ゚ ﾙﾎー ﾙ（大分市）予定

■おおいた NPO 学び塾（制作コース）
映像制作を通じた「伝わる情報運用」の手法を学びながら、事業企画力

を身につける人材育成講座。

・日程：①10/26（土）　②1/25（土）　③2/15・16 県外視察　④3/1（土）

・場所：アイネス小会議室（大分市）予定

◇大分市では県立美術館の新築工事が始まり、2 年後には駅

ビルも完成予定です。「マチカド」を形成してきた建物や人々

が変わりゆく中、良き風土・文化は後世に伝えたい。

◇そこで現在、今後の地域づくりについて考える計３回の座

学を開催しています。第１回目（平成 25 年 6 月 28 日）は、

食をテーマに「別府路地裏バル」運営事務局・門脇邦明氏を、

第 2 回目（平成 25 年 8 月 24 日）は、音楽をテーマに

「NPO 法人デンク・パウゼ」八坂千景氏をお招きして開催

しました。

◇最終回は、10 月下旬に、「世界農業遺産」と「ジオパーク」

をテーマに開講予定です。

めじろん共創応援基金
No.1（創刊号）2013.9

第1回オープンフォーラム（平成25年7月27日）

おおいたボランティア・NPOセンター

◇今年度から大分県より、「おおいたボランティア・NPO

センター」の運営を委託されています。

◇センターでは、NPO に関する各種相談対応、講座・交流

会の開催、運営アドバイザーの派遣、情報提供などを行って

います。また、ミーティングスペースや関連図書の無料貸出、

有料でご利用いただけるコピー機や印刷機、FAX などをご

用意しております。

◇各種講座については、右下「今後の予定」にご紹介してお

ります。みなさまのご参加をお待ちしております！

今後の予定

一般財団法人おおいた共創基金

◇当財団の運営についてみなさまと議論を交わすとともに、

大分県の地域課題を発掘することを目的に、「第 1 回オープ

ンフォーラム」（平成 25 年 7 月 27 日（土）、アイネス大会

議室）を開催し、定員 50 名を超えるご参加を頂きました。

◇当日は、㈱豊和銀行・安藤会長から企業の社会貢献に関す

るご講演を頂き、大分大学・岡田准教授からは当財団と協力

して進めている大分県内の NPO 等を対象にしたアンケート

調査の途中経過をご報告を頂きました。ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの参加者

から頂いたご意見をもとに今年度、当財団が実施する助成

事業のテーマを決定し、年内には公募を開始する予定です。
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◇大分合同新聞社、㈱大分放送、㈱テレビ大分、㈱ TOS エンタープライズ、大分朝日放送㈱
　大分ケーブルテレコム㈱、㈱エフエム大分
◇アルプス歯科医院、㈱イースクエア、いとしや、㈱テイクファイブ、㈱トキハ
　㈱ホームインプルーブメントひろせ、㈱ミウラ通信、ミウラクワノパートナーシップ ( 有 )
　モバイルクリエイト㈱、㈱ロックス・カンパニー、佐伯広域森林組合、( 有 ) 住吉工業、昭和化学工業㈱
　立川印刷㈱、㈱鶴田ホテル、藤居醸造合資会社、弁護士法人リブラ、明野中央病院
◇NPO法人アートハウスおおいた、NPO法人おおいたインディーズネット
　NPO 法人おおいたの水と生活を考える会、NPO 法人こどもサポートにっこ・にこ、NPO 法人しおさいの里
　NPO法人ハットウ・オンパク、NPO法人ばらの会作業所シャローム、NPO法人パワーウェーブ日出　
　NPO法人ふれあい囲碁ネットワーク大分、NPO法人べっぷ未来塾、NPO法人ムラづくりNPO風の原っぱ　
　NPO法人みずき、NPO法人レガーレ、NPO法人原川ミュージック楽座、NPO法人青少年の自立を支える青空の会
　NPO法人大分県「協育」アドバイザーネット、NPO法人大分県ベンチャー協議会、NPO法人地域の宝育成支援センター
　NPO法人地域環境ネットワーク
◇大分県職員研修所地域政策スクールNPO班、大分県文化スポーツ振興課有志
　おおいたNPO研究所、　おおいた暮らし塾、めじ金を考える会

◇佐伯市に工場を持つ木材業界最大手「中国木材㈱」（本社・

広島県）様から、森林づくりに関する協働事業の対象団体選

定のご依頼を頂きました。平成 25 年 7 月に団体を募集し、

大分県佐伯市を中心に活動する「NPO 法人やまもりの会」様

が選定されました。

◇助成金は、森林教育を推進するために

は、従来の植樹や製材工場見学などの部

分的学習ではなく、植林、伐採、製品加

工などの一連の流れを理解することが重

要である、との考えから次世代の担い手

である小学生を対象とした体験型森林教

室の実施や、森林教育者の育成に活用さ

れます。

◇平成 25 年 2 月に当財団で公募した

「NPO 等チャレンジ事業」に対し、7 団

体の申請があり、外部審査員による厳正

な審査の結果、「チャイルドラインおおい

た」様が選定されました。

◇チャイルドラインは、18 歳までの子ど

もがかける子ども専用電話です。助成金

を活用して、無料電話番号を記載した名

刺サイズのカード 15 万枚を印刷し、小

中高の学校に無料配布しました。また、

ボランティア育成のための講座も準備中

です。

これまでの助成事業
提案型NPO等チャレンジ事業（助成金額５０万円）　

子どもの心に寄りそう子ども専用電話
「チャイルドラインおおいた」

植林から製品加工までを学ぶ小学生を対象とした森林教育
「NPO法人やまもりの会」

寄　附　状　況
■平成 25 年 1月 10 日までの主な出損者

■平成 25 年 6月までの主な寄附者
●賛助会員　㈱大分銀行、 NPO 法人ｱｼｽﾄ・ﾊﾟﾙ・ｵｵｲﾀ、 NPO 法人ばらの会作業所ｼｬﾛｰﾑ
　　　　　　NPO法人燦々会、NPO法人総合学習研究所、 NPO法人ﾋﾞｭｰﾃｨｰｸﾛｰﾊﾞｰ
●冠  事  業　中国木材㈱

平成24年11月～平成25年3月 平成25年4月～平成25年6月

累計

小計

出損金

一般寄附

賛助会員

ｲﾍﾞﾝﾄ寄附

募金箱

自販機

冠事業

4,955,254円
4,081,327円
3,000,000円（個人 77、非営利団体 26、企業 25）

289,409円
247,475円（個人 12、企業 13）

67,449円
69,670円

7,324円

400,000円(企業1)

873,927円
－

670,000円 （個人 1、非営利団体 1、企業 3）

78,000円 （個人 10、非営利団体 6 ）

22,500円 （イベント 2）

101,254円 （累計34個）

2,173 円 （累計6台）

0円

■募金箱 ■自動販売機（寄附つき）

冠助成事業（助成金額３０万円）

　（出損金とは企業に対する出資金に相当するものです）
皆さまからの寄附金を

活用させて

いただいてます！

（※敬称略）

HIヒロセ元町店（大分市） 大分空港2F（国東市） オーベルジーヌ（大分市） 大分県庁別館1F（大分市）
里の駅「しおさいの里」
（佐伯市）大分空港道路　相原PA

助成事業の実施

フォーラムの開催

ニュースレター作成

交流会の開催

128 の個人・団体・企業

賛助会員加入、

募金箱設置、

自販機設置などへの

ご協力を

おまちしております


