助成金情報

令和3年

1月

実施主体・名称
No

対象分野
対象活動

気仙沼市民活動支援センター
〒988-8501 宮城県気仙沼市八日町1-1-10
ワンテン庁舎1階気仙沼市震災復興・企画部 地域づくり推進課内
TEL：0226-22-6600(内335) FAX：0226-24-1226 MAIL：k.npokk@gmail.com

締切日時

ホームページ

助成金額

申請方法
お問合せ

対象団体

特定非営利活動法人 コーポレートガバナンス協会
「第22回 北川奨励賞」

第22回

令和3年1月15日（金）※必着

北川奨励賞

1件あたり上限50万円
1

福祉関連

難病や障がいをもつ子ども達とその家族
すでに何らかの実践を行っている個人， 〒231-0006
に対しての社会医学的な実践，セルフヘ
または比較的規模の小さなグループ
神奈川県横浜市中区南仲通３丁目30番地 スギヤマビル3階 堤税理士事務所内
ルプ活動，又はボランティア活動
TEL：045-263-6965 / FAX：045-263-6966
E-mail：info@teamcg.or.jp
URL：http://www.teamcg.or.jp/
社会福祉法人 中央共同募金会
「2021年度 赤い羽根福祉基金」

2

福祉関連

生活上の困難に直面する人々，権利を侵
害されている人々，何らかの生きづらさ
を抱えている人々を支援することを目的
とする以下の事業・活動
①直接的な支援事業/活動
②支援事業/活動の基盤づくり，ネット
ワークづくり
③支援事業/活動を充実/発展させるため
の調査/研究事業

みやぎ生協

3

福祉関連

メール

・社会福祉/地域福祉を目的とする非営
利の団体(法人格の有無は不問)
・応募時点で団体が設立されており，助
成対象活動(事業)の実施体制が整ってい
ること(活動年数は不問)
・複数の団体が協働で応募可能ですが，
事業をとりまとめる代表団体を決めて応
募すること
・特定の政治/宗教の拡大を目的として
いる団体、反社会的勢力および反社会的
勢力と関わりがある団体は対象外
※要項参照

「福祉活動助成金

下期」

赤い羽根

令和3年1月18日（月）

1事業/活動あたり上限1000万円/年

福祉

基金

WEB

〒100-0013
東京都千代田区霞が関3-3-2
社会福祉法人 中央共同募金会 基金事業部 (担当：田中/小林)
TEL：03-3581-3846 / FAX：03-3581-5755
E-mail：kikin-oubo@c.akaihane.or.jp
URL：http://www.akaihane.or.jp/news/kikin/15942/
みやぎ生協 福祉 助成

令和3年1月20日（水）
上限50万円
(講演会/フォーラム/演奏会などの開催に対しては，
上限10万円)

宮城県内で活動している団体およびグ
宮城県内における地域福祉の向上をめざ
ループ/個人で，組織や事業の運営につ
し，福祉活動に関わる地域住民/民間団
いて重要事項が決められており，代表者 〒981-3194
体の自主的/非営利的で継続的な地域活
宮城県仙台市泉区八乙女4-2-2
および所在地が決まっているもの
動や研究活動
みやぎ生協 生活文化部 地域活動推進課
（法人格の有無は問いません）
TEL：022-218-3880 / FAX：022-218-3663
受付時間：平日 9：30～18：00（祝日を除く）

郵送

※詳細については，各団体の募集要項をご覧下さい。

公益財団法人 明治安田クオリティオブライフ文化財団
「令和3年度 地域の伝統文化助成制度」

4

令和3年1月29日（金）※当日消印有効

①1件あたり上限70万円
②1件あたり上限40万円

文化関連
①地域の民俗芸能
②地域の民俗技術

令和3年1月29日（金）※当日消印有効

1事業あたり上限100万円

郵送
※レターパック(日本郵便)等送付物の
配達確認ができるもの

コープ共済

地域ささえあい

メールまたは郵送のみ可
※FAX/持参による提出は不可

まちづくり 生活協同組合と協同して行う以下の活動
日本国内を主たる活動の場とする，下記
関連
①くらしを守り，くらしの困りごとの解
全てを満たす団体
決に資する
・生活協同組合，NPO法人，任意団体，
②命を守り，その人らしい生き方ができ
市民団体(今後設立予定の団体でも可)
〒151-0051
るようにする
※その他，要項参照
東京都渋谷区千駄ヶ谷4-1-13
③女性と子どもが生き生きする
コープ共済連 組合員参加推進部 地域ささえあい助成事務局宛
TEL：03-6836-1324（平日10：00～16：00）
E-mail：contribution@coopkyousai.coop

一般財団法人カゴメみらいやさい財団

6

伝統文化 助成

①地域の民俗芸能の継承，とくに後継者
育成のための諸活動に努力している個人
または団体
②地域の民俗技術の継承，とくに後継者
育成のための諸活動に努力している個人 〒163-0633
東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル33階
または団体
公益財団法人 明治安田クオリティオブライフ文化財団
※要項参照
TEL：03-3349-6194 / FAX：03-3345-6388
URL：http://www.meijiyasuda-qol-bunka.or.jp

日本コープ共済生活協同組合連合会
「2021年度 地域ささえあい助成」

5

明治安田

助成事業

令和3年1月31日（日）23：59まで

・無料もしくは低額で食事を提供する
①1団体あたり上限50万円 56団体程度
「子ども食堂」の活動を行う団体等(法人
②1団体あたり上限10万円 20団体程度
格は問いませんが，宗教法人，営利企業
子ども関連
が行う食堂は対象外)
①子ども食堂持続応援コース
・助成金の対象となる事業を完遂する見
②子ども食堂スタートアップ応援コース
込みがある団体等
(2021年4月以降に新しく開設するもの)
・「助成金受領における誓約書」を提出
全国こども食堂支援センター・むすびえ内
いただける団体等
カゴメみらいやさい財団助成事業担当
・団体名義の口座を持っている団体等
E-mail：kagome@musubie.org
・会計帳簿の管理ができる団体等

カゴメ

みらいやさい

助成

WEB
※WEBでの申請が難しい場合のみ，
申請書での申請可。以下のメールアドレスに
て， 申請書希望の旨をお伝え下さい

※詳細については，各団体の募集要項をご覧下さい。

公益財団法人 日本音楽財団
「音楽文化振興・普及のための助成」

日本

令和3年1月31日（日）※当日消印有効

音楽

総額の80％以内
7

音楽関連

・公益を目的とし，宮城県内に活動拠点
があり，原則として1年以上活動してい
る組織/団体とします。なお，活動1年未
満の団体であっても，申請書類一式を準
備できる場合は応募可能。
・代表者/所在地等，組織や事業の運営
の重要事項が定まっている組織/団体と
まちづくり
します。申請団体の法人格の有無は問い
関連
宮城県内で取り組まれる「営利を目的と ません。
しない社会貢献活動」
・持続的な活動を行う意思を持っている
こと
・公的な補助を受けている場合や，他の
期間の助成を受けている団体でも，事業
の必要性によって助成の対象となりま
す。申請の際，他機関からの助成の有無
を明記して下さい。ただし，「みやぎ生
協福祉活動助成金」との7重複申請は不
可。(同一事業の場合)
公益財団法人未来の東北博覧会記念国際交流基金
「令和3年度 公益財団法人未来の東北博覧会記念国際交流基金助成金」

令和3年1月31日（日）※必着
（郵送の場合は消印有効）

国際関連

郵送またはメール

①国際交流事業
②国際協力事業
③多文化共生推進事業

COOP

1組織/団体あたり上限30万円

スマイル基金

郵送またはメール/FAX

〒981-3194
宮城県仙台市泉区八乙女4-2-2
みやぎ生協 生活文化部 みやぎスマイル基金事務局
TEL：022-218-3880 / FAX：022-218-3663
E-mail：m.smile.fund@ml.snet.coop
URL：https://www.miyagi.coop/coop-smile/

令和3年2月10日（水）

1事業所あたり上限100万円
9

助成

・弦楽器演奏における，音楽的，技術的
向上に資する事業
優れた意義を有する音楽事業を行う団体
・より多くの人々に優れた弦楽器演奏を （任意団体を含む）
〒107-0052
鑑賞する機会を提供する事業
東京都港区赤坂1-2-2 日本財団ビル5階
公益財団法人 日本音楽財団 助成事業係 宛
TEL：03-6229-5566 （平日9：00～17：00）
E-mail：info@nmf.or.jp
みやぎ生協 / (株)日専連ライフサービス
「第5回 COOPトリプルカード みやぎスマイル基金」

8

財団

東北

国際

助成

郵送

宮城県内に主たる事務所を有する非営利
団体。なお，団体の構成員の半数以上が 〒981-0914
宮城県内に住所を有し，活動するもの
宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町4-17 宮城県仙台合同庁舎7階（公財）宮城県国際化協会内
TEL：022-275-3796 / FAX：022-272-5063
E-mail：mail@mia-miyagi.jp

※詳細については，各団体の募集要項をご覧下さい。

