めじろん共創応援基金
NO.21

２０21（Ｒ３）．５

ＮＥＷＳ
「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。
公益財団法人おおいた共創基金

◆名誉顧問：広瀬勝貞（大分県知事）
(理 事)
◆理事長 ：鶴田浩一郎 (ＮＰＯ法人ハットウ・オンパク 代表理事)
◆副理事長：岡田 正彦 (大分大学教育マネジメント機構基盤教育センター 教授)
◆業務執行理事：坂田 涼（おおいた共創基金 事務局長）
佐藤 誠一郎 (大分県消費生活・男女共同参画プラザ 所長)
仲道 美衣 （特定非営利活動法人 おおいた子ども劇場 理事長）
松井 督治 (（株）大分放送 アナウンサー(同社元メディア局長)
(監 事)
井田 雅貴 (弁護士法人リブラ 弁護士)
村松 政幸 (松村政幸公認会計士事務所)
(評議員)
磯田 健 （大分県 生活環境部長）
梅野 雅子 (ＮＰＯ法人郷土伝統芸能保存会 理事長)
桑野 和泉 ((株)玉の湯 代表取締役社長)
権藤 淳 （(㈱豊和銀行 頭取)
佐藤 善信 （大分市 市民部長）
中島 英司 （大分商工会議所連合会 専務理事）
橋本 堅次郎 （日本文理大学 学長）
ベルガー 舞子（立命館アジア太平洋大学語学教育センター准教授）
柳井 智雄 （柳井電機工業株式会社 代表取締役社長）
山本眞壽美 (ＮＰＯ法人さわやか佐伯 理事長)
※五十音順、敬称略
２０２１年６月 1 日現在

大分市大津町 2-1-41 大分県総合社会福祉会館２階 Tel・FAX097-556-3116 E-ｍａｉｌ：info@mejiron.org

令和 2 年度「めじろんフォーラム」（R３.3.9 開催）
～企業とＮＰＯの協働～CSR の推進と NPO に望むこと
フォーラムには、企業等から１２名、ＮＰＯ団体から４８名の参加がありました。企業とＮＰＯ団体とが一堂に会し、活動報告をすることで「企業とＮＰＯとの協働」
についての認識が深められるなど、有意義なフォーラムとなりました。

～令和 2 年度感謝状贈呈式～
当基金では、永年にわたり当基金にご支援をいただきました企業・団体・
個人のみなさまに対し感謝状の贈呈を行っております。
今回は、８つの企業・団体及び１名の個人の方が対象となりましたが、当
財団の鶴田理事長が当日出席された８つの企業・団体の代表の方に感謝
状をお渡ししました。

～活動報告～
「JT グループのサスティナビリティ～社会と事業の持続的発展に向けて～」
日本たばこ産業株式会社九州支社大分支店長 蔵下 泰豊 氏
「企業とＮＰＯの協働 どちらからだけではなく、お互いに」
企業からの活動報告は、日本たばこ産業株式会社九州支社大分支店長の蔵下泰豊氏から、「JT
グループのサスティナビリ
Ｍ＆ＳＡＤインシュアランス グループホールディング株式会社 総合企画部サステナビリティ推進室

城

千聡氏

ティ～社会と事業の持続的発展に向けて～」というテーマで行われ、同社が取り組む様々な社会貢献活動のあり方が紹介さ
れ、ＮＰＯ団体の皆様にとっても今後の活動の参考となりました。
わ

ふるさと創生 NPO 活動応援事業

ＮＰＯ活動の事例発表では「令和２年度ふるさと創生ＮＰＯ活動応援事業」に採択された５団体が、それぞれの事業の目的、
内容、活動成果等を発表しました。参加者の皆さんの今後の活動の参考となりました。

～令和 2 度助成事業の助成金・助成物品の贈呈～
令和 2 年度「めじろん基金助成事業」助成金及び助成物品（ＯＡ機器）の贈呈式を行いました。基盤強化支援事業を通じ
て寄付金を集めた 4 団体を代表して「ＮＰＯ団体予防カフェ」、ふるさと創生 NPO 活動応援事業として採択された 5 団体を
代表して「特定非営利活動法人おおいたデザインセンター」、ＯＡ機器助成事業の２0 団体を代表して「特定非営利活動法
人むつみ会」に、それぞれ鶴田理事長が目録をお渡ししました。フォーラムの最後に贈呈団体全員で記念写真を撮った後に
それぞれＯＡ機器等を持ち帰っていただきました。

令和２年度 ＮＰＯ団体への助成事業の実績について
助成金額 40 万円
地域ひとネット、しげまさ子ども食堂-げんき広場-、予防カフェ、チャイルドラインおおいた(各団体へ１０万円助成)
補助金額１９８万円
おおいたＮＰＯデザインセンター、APU グローバルビジネスネットワーク、大分県協育アドバイザーネット、おおいた成年後見権利擁護支援センター、
スペシャルオリンピックス日本・大分
助成額１０４万円
助成物品：ノートパソコン（6 団体）
玖珠むつみ会、心の支援センター、P-Spread Japan、清望会、太陽、日韓芸術文化交流会
助成物品：プリンター（4 団体）
日田市レクリエーション協会、総合型地域スポーツクラブわっしょい USA クラブ、ART PROJECT OITA、子育て応援ワクワクピース
助成物品：プロジェクター（9 団体）
大分スポーツ&カルチャークラブ、日本薬育研究会、福祉の森、森の家、水辺に遊ぶ会、日田移住サポートセンター、福和会、大分情報化推進ネットワーク、
滝尾百穴クラブ

ご 寄 付 あ り が と う ご ざ い ま し た
2 年度賛助会員（敬称略
五十音順）
平成 令和
28 年度
ＮＰＯ基盤強化支援事業【報告】
※寄付者からの要望で一部公表を差し控えさせていただいております。
【企業・団体会員：67 団体】

※新規に 6 団体が加わりました。

石田土木（株）、(株)一原産業、宇佐商工会議所、臼杵商工会議所、うすき製薬株式会社、(医)うちのう整形外科、(株）オーイーシー、(株)大分銀行、
大分ケーブルテレコム（株）、(一社)大分県建設業協会、大分県建設業協会国東支部、大分県椎茸農業協同組合、大分県住宅供給公社、
大分県商工会連合会、大分県職員消費生活協同組合、大分県信用組合、大分県信用保証協会、大分県生活協同組合連合会、大分県土地開発公社、
大分県土地改良事業団体連合会、(公社)大分県薬剤師会、大分県労働者総合生活協同組合、大分合同新聞社、大分商工会議所、大分信用金庫、
(株)大分放送、大分みらい信用金庫、鬼塚電気工事(株)、九州労働金庫大分県本部、協栄工業（株）、グリーンコープコープ生活協同組合おおいた、
佐伯商工会議所、(株)ざびえる本舗、(株)サンウェイ、(株)三想、三和酒類(株)、自治労大分県本部信用販売生活協同組合、(有)住吉工業、
生活協同組合コープおおいた、(株)大鐵、竹田商工会議所、立川印刷(株)、谷川建設工業(株)、津久見商工会議所、鶴崎海陸運輸（株）、(株)鶴田ホテル、
(株)テレビ大分、(株)ＴＯＳエンタープライズ、中津商工会議所、日本たばこ産業(株)大分支店、日田商工会議所、扶桑工業(株)、(株)府内、(学法)府内学園、
豊後高田商工会議所、(株)豊後木材市場、フンドーキン醤油(株)、べっぷ日出農業協同組合、(株)豊和銀行、(株)松井組。(株)マルミヤストア、
(株)レイメイ藤井大分支店、(株)ワタナベ
■１4 個人（五十音順 敬称省略）
井田 雅貴、岡田 正彦、秦野 晃郎

令和２年度寄付金実績（円）
●大分航空ターミナル寄付金贈呈式
石田土木（株）・(株)一原産業・宇佐商工会議所・臼杵商工会議所・(株)エフエム大分・(株)オーイーシー・(株)大分銀行・大分ケーブルテレコム（株）
（寄付金付自動販売機による寄付金）
(一社)大分県建設業協会・大分県建設業協会国東支部・大分県椎茸農業協同組合・大分県住宅供給公社・
大分県商工会連合会
項 目
令和２年４月～令和３年３月
令和３年４月９日に、大分航空ターミナル株式会社から大分空港道
大分県職員消費生活協同組合・大分県信用組合・ 大分県信用保証協会・大分県生活協同組合連合会・ 大分県土地開発公社
自動販売機
130,756
路相原パーキングエリアに設置されている自動販売機の売り上げの一
大分県土地改良事業団体連合会・（公社）大分県トラック協会・(公社)大分県薬剤師会・大分県労働者総合生活協同組合・大分合同新聞社
部（令和 2 年 4 月から令和 3 年 3 月まで 100,000 円）を「めじろん共創
賛助会員
1,403,000
大分商工会議所・
大分信用金庫・大分大学生活協同組合・(株)大分放送・大分南ロータリークラブ・大分みらい信用金庫・(株)太田旗店
応援基金」に寄付金としていただきました。各分野で地域課題の解決
募金箱
鬼塚電気工事(株)・(有)ギフターインテリア・九州労働金庫大分県本部・協栄工業（株）・協同エンジニアリング(株)
664,270
のために活動を行っているＮＰＯ団体支援のために活用させていただ
グリーンコープコープ生活協同組合おおいた・佐伯商工会議所・(株)ざびえる本舗・サポート大分(株)・(株)サンウェイ・三光建設工業（株）・(株)三想
一般寄付等
36,084
きます。
三和酒類(株)・自治労大分県本部信用販売生活協同組合・(株)ジョイフル・(有)住吉工業・生活協同組合コープおおいた・(株)大鐵・竹田商工会議所
2,234,110

令和２年度計

立川印刷(株)・谷川建設工業(株)・津久見商工会議所・鶴崎海陸運輸（株）・（株）鶴田ホテル・(株)ＴＯＳエンタープライズ・中津商工会議所

累計
西日本グッドパートナー(株)・日本たばこ産業(株)大分支店・日田商工会議所・(株)フェリーさんふらわあ・扶桑工業（株）・(学法)府内学園
21,648,403
豊後高田商工会議所・フンドーキン醤油(株)・べっぷ日出農業協同組合・(株)豊和銀行・(株)ホームインプルーブメントひろせ・(株)松井組

基盤強化支援事業累計
2,550,228
(株)マリーンパレス・(株)まるひで・(株)マルミヤストア・(株)レイメイ藤井大分支店
【個人：１１名】
井田 雅貴・岡田 正彦・秦野 晃郎・三代 洋一

令和 3 年度 ＮＰＯ基盤強化支援事業

１ 趣旨
ＮＰＯ団体が自ら寄付金集めのノウハウを身につけることにより、その基盤強化に取組み、地域課題の解決のための継続的な活動に対して支援する
ことを目的します。
２ 補助の対象となるＮＰＯ団体
①大分県に事務所を置くＮＰＯ団体であること
②設立後１年以上の実績を有すること
③おんぽＮＰＯ情報バンク「おんぽ」にて★１つ以上を取得していること（応募締切までに取得できれば可）
３ 応募期間及び寄付金集めの期間
① 応募期間 令和３年 7 月１日（木）〜令和３年 7 月３０日（金）
② 寄付金集めの期間 令和３年９月１日（水）〜令和 4 年２月４日（金）
③ めじろんグッズ（募金箱、のぼり旗、ジャンパー、テッシュ等）の貸出及び配布
④ 採択団体と連携した寄付金集め
⑤その他（採択団体独自の募集方法等）
４ 基金からの助成金
寄付金集めの期間中に集めた寄付金額と同額の助成金を支給します。（但し、１団体当たりの上限金額は、１０万円）

令和３年度

おおいたボランティア・NPO センター

講座・セミナー予定

おおいたボランティア・ＮＰＯセンターでは、ＮＰＯ団体の基盤強化のための講座・セミナーを開催いたします。
ＮＰＯ団体のみなさま、ＮＰＯ活動に興味のある方、これから設立を考えている方のご参加をお待ちしております！

★ＮＰＯの事務健康診断編

★資金調達編

★決算書・報告書編

ＮＰＯ法人の事務にも年に 1 度の健康診断を！

資金調達する上で必要な知識を学ぼう！

事業報告書を作成しよう！

開催日：６月２９日（火）

開催日：８月４日（水）

開催日：２０２２年３月開催予定

講 師：認定ＮＰＯ法人アカツキ 雪松 直子氏

講 師：税理士・運営アドバイザー 二宮 基陽氏

講 師：アイネス職員

★ZOOM 実践編

★助成金編

ZOOM の基本操作から活用方法まで学ぼう！

助成金申請書の書き方を学ぼう（応用編）

開催日：７月２９日（木）

開催日：９月開催予定

講 師：ＮＰＯ法人ジョブ・チャレンジ・サポートＯＩＴＡ 安東隆行氏

講 師：ＮＰＯ法人地域ひとネット 谷川真奈美氏

全ての講座 ※オンラインでの参加も可能

時間：13：30～16：30(受付 13：00～)

場所：大分県総合社会福祉会館３階研修室 参加費：無料

