
 
 

 

◆名誉顧問：広瀬勝貞(大分県知事)  
(理 事)  
◆理事長 ：三浦逸朗 (認定･指定NPO法人地域環境ネットワーク   代表理事)  
◆副理事長：利満廣志 (大分合同新聞社 専務取締役)  
 岡田 正彦 (大分大学高等教育開発センター 准教授)  
 塩田 申子 (大分県 消費生活・男女共同参画プラザ 所長)  
 鶴田浩一郎 (NPO法人ハットウ・オンパク 理事長)  
 平川加奈江 (NPO法人障害児支援の会ぱれっと 理事長)  
(監 事)  
 井田 雅貴 (弁護士法人リブラ 弁護士)  
 秦野 晃郎 (秦野晃郎税理士・公認会計士事務所 公認会計士)  
(評議員)  
 安藤 英徳 (㈱豊和銀行 会長)  
 池邉 英貴 (大分県商工会議所連合会 専務理事)  
 梅野 雅子 (NPO法人郷土伝統芸能保存会 理事長)  
 上子 秋生 (立命館アジア太平洋大学 副学長)   

 桑野 和泉 (一般社団法人由布院温泉観光協会 会長)  
 杉浦 嘉雄 (日本文理大学 教授)   
 冨高 松雄 (大分県 生活環境部長)  
 仲摩 延治 (大分市 市民部長)  
 村井 雄司 (モバイルクリエイト㈱ 代表取締役)  
 山本眞壽美 (NPO法人さわやか佐伯 代表理事) 

                      ※五十音順、敬称略 
                                     ２０１５年１月現在  
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めじろん共創応援基金 

公益財団法人おおいた共創基金 

「めじろん共創応援基金」は、

みなさまからのご寄附により、

ボランティア団体やNPO法人な

どの公益活動の支援を行ってい

ます。 

ＮＥＷＳ 

■第1回ファンドレイジング講座（8月21日・アイネス） 

 平成26年8月21日(木)に、株式会社ファンドレックス 
代表取締役 鵜尾雅隆氏をお招きして、｢寄附市場10兆円時

代に向けて、回り始めた善意の｢志｣金循
環｣と題して講演を頂き｢第１回ファンドレ
イジング(資金調達)講座｣を開催しました。
30名の参加者があり、｢共感を得て解決策
を探る等、改めて気づきました｣等好評でした。 

■第2回オープンフォーラム（8月21日・アイネス） 

「ファンドレイジング講座｣終了後引き続
き、｢第２回オープンフォーラム｣を開
催いたしました。NPO等を対象にした
アンケート調査の中間報告や、｢福祉｣
や｢環境｣などテーマ別に５グループに
分かれて、ワークショップを行いまし
た。皆様の議論した内容を、27年度
助成事業の参考にさせて頂きました。 

●「だいぎんスペシャルサンクスデー“大分県民
DAYイベント”」「NPO活動の紹介コーナー」に
出展 

 平成26年9月28日(日)｢大銀ドーム｣で、
開催されたイベントに｢認定
NPO法人青少年の自立を支
える 青空の会｣と共に出展
し、サポーターの皆様にチラ
シ等を配布して広報活動を
行いました。 

●大分大学『開放イベント2014』に出店 

 平成26年11月3日(月 )大分大学旦野原
キャンパスにて、NPO法人
みずき･NPO法人やまもりの
会･中国木材㈱･㈱玉井木材セ
ンターと共に｢開放イベント
2014｣出店し、広報活動等
を行いました。 

◆｢地域協働ひろば｣in佐伯  

 ～企業とNPOのマッチング面談会～ 

 平成２６年11月13日(木)ホテル金水苑で、｢地域協働
ひろばin佐伯｣を開催し70名もの参加があり、盛況な会
となりました。 
 第1部では、｢わかりやすいソーシャルビジネス～協働事

例を交えて～｣と題してNPO
法人えふネット福岡専務理事
兼事務局長の蓼原典明氏をお
招きし、講演をして頂きまし
た。また、NPO法人やまもり
の会、九州労働金庫大分県本
部からそれぞれに協働事例発
表をして頂きました。 
 第2部では、19団体の参加

NPOが、各企業ブースをまわり、活動の説明やお互いの
強みを活かして何か協働できないかなど意見交換を行い
ました。参加者からは、｢いろいろな取り組みを知ること

ができた｣(企業)･｢今後も継続してほしい｣(NPO)などの
意見がありました。 
 

○ブース出展企業等 13(五十音順) 有限会社アサ
ヒ産業・E.A.コンタクトセンター株式会社・九州労
働金庫 大分県本部・髙橋水産株式会社・谷川建設工
業株式会社・株式会社トキハインダストリー 佐伯店・
株式会社ホテル金水苑・株式会社まちづくり佐伯・
株式会社マルミヤストア・株式会社ヤマジン・  
株式会社山忠・株式会社やまろ渡邉・佐伯市 

○参加NPO 19団体             

合計70名の方々に参加いただきました。 

 



おおいたボランティア・NPOセンター活動報告 

 平成26年8月より組織力強化プログラムとして、チャ
レンジセミナー「NPOマネジメント力を磨こう！」を
8/8(金)に開催。NPO入門講座を９/24(水)･10/9(木)
に2回、レベルアップ講座を10/29(水)･11/19(水)･
12/9(火)に3回それぞれ開催いたしました。           
 どの講座とも、｢活動に活かせる｣･｢先輩団体と知り合
いになれました｣･｢問題の解決につながります」等のご
意見をいただきました。また、NPO法人を立ち上げよう
とする団体や設立1年未満の
団体でも、お役にたてる内容
にしておりますので、気軽に
ご参加ください。今後とも、
皆様のご意見を伺いながら、
講座･セミナーを企画いたしま
すので、当センターをご利用
ください。 

       今後のスケジュール 

■レベルアップ講座④ 

 ＜助成金申請書の書き方＞ 

 日時：平成27年1月11日（日） 13:30～15:30 

 場所：大分県総合社会福祉会館3階研修室 

■第2回ファンドレイジング講座 
 （第1部：講演・第2部：トークセッション） 

 講師：NPO法人ETIC.代表理事 宮城治男氏 

 日時：平成27年3月6日（金） 第1部‣13:00～・第2部‣15:40～ 

 場所：アイネス2階大会議室 

■第2回めじろんフォーラム 
  （第２回ファンドレイジング講座と同時開催） 

 めじろん基金の活動報告会を及び次年度の当財団助成団体の発表 

 日時：平成27年3月6日（金） 14:30～  

 場所：アイネス2階大会議室 

寄 附 状 況 

平成26年９月までの主な寄附者 

■賛助会員 
◆企業 

◆非営利団体 

宇佐商工会議所・中津商工会議所・豊後高田商工会議所 

NPO法人おおいたの水と生活を考える会 

◆個人 

加藤俊一・秦野晃郎 

●大分航空ターミナルさんの贈呈式 

 平成２６年10月23日(木)に、大
分航空ターミナル株式会社からの
寄附の贈呈式が行われました。 
 大分県内の社会課題に取り組む
ＮＰＯ等の活動の支援に活用いた
します。 

●立命館アジア太平洋大学に募金箱を設置 

 募金箱設置式が平成26年9月25日
(木)、ＡＰＵ上子副学長様、ＡＰＵ塚
田教授様の立会のもと執り行われま
した。募金箱は、大学内アドミニス
トレーション･オフィスのカウンター
に設置されることとなります。 

助成事業について 

 今回のテーマは、｢『協働』して取
組む社会貢献｣です。単一団体で取組
むのではなく、他の団体や組織と協働
して、大分県内の地域課題の解決に取
組む事業が対象となります。助成額・
団体数は、50万円以内、2本まで。
応募期間は、平成27年1月11日(日)
から2月23日(月)まで。大分県サイト
｢おんぽ｣で情報開示レベル★2つ以上
を取得していること等の応募条件があ
ります。詳しくは当財団のホームペー
ジをご覧下さい。 

 森林保全活動に取組む団体に対
し、大分県内の森林保全のために使
用する｢チェーンソー｣と｢刈り払い
機｣を、中国木材㈱から寄贈しま
す。応募期間は、平成27年1月11
日(日)から2月23日(月)まで。大分
県サイト｢おんぽ｣で情報開示レベル
★1つ以上を取得していること等の
応募条件があります。詳しくは当財
団のホームページを
ご覧下さい。 

助成団体「ﾊｰﾄﾌﾙｳｪｰﾌﾞ」活動報告 

 第2回助成団体となった｢ハートフル
ウェーブ｣は、不登校生を支援するフ
リースクールを運営しています。助成
金は、団体を紹介するパンフレットの
作成や、不登校生をテーマとした講習
会（3回）の開催等に活用され、延べ
107人の方にご参加いただきました。

また、会計や広報
の専門者の支援
サービスを活用
し、団体運営の基
盤強化にも取り組
みました。 

※敬称略五十音順 

ご寄付者のご希望で一部公表を差し控えさせていただいております。 

  平成25年4月～平成26年3月 平成26年4月～平成26年9月 

累 計 6,278,666円 7,708,881円 

小 計 2,323,189円 1,430,215円 

出損金 0円 0円 

一般寄附 740,543円 1,800円 

賛助会員 904,000円 768,370円 

イベント寄附 179,103円 12,500円 

募金箱 410,994円 156,775円 

自販機 88,549円 75,770円 

冠事業 0円  400,000円 

インターネット募金 0円 15,000円 

 賛助会員加入、募金箱設

置、自動販売機などへの

ご協力をお願いします。 


