マツダ財団
第３４回市民活動支援募集について

マツダ財団では、次代を担う青少年が、いろいろなことに興味を持ち、多くの感動を得ることのできる生活体験の機会の
提供や、地域社会づくりのための諸活動を支援させていただいております。
2018年4月以降の活動を企画されている団体の皆様、以下の要項で募集しておりますので、奮ってご応募ください。

１．対象となる活動

６．支援金の使い道

青少年の健全な育成のための、民間の非営利活動を支援

行事・催事費用、備品費、出版費用、その他

させていただきます。例えば、

・自然とのふれあい
・ボランティア育成
・地域連帯
・エコ
・国際交流･協力
・科学体験･ものづくり

７．応募方法
応募方法は、「電子申請」と「郵送申請」の２通りがあります。
電子申請が難しい場合は申請書を郵送してください。

(1) 電子申請： 申請書（MS ExcelとWord）のメールによる送信
申請書の様式をマツダ財団のホームページからダウンロードの上、

の各場面での活動

特に、子どもたちの参画度の高い活動、創意工夫を育てる
活動、地域での様々なささえあい活動、学校と地域が連携
する活動、次世代のリーダーを育てる活動、※災害復興支援活動

必要事項を記入し、電子申請書を作成してください。
電子申請書を添付ファイルの形式でメールにて送信してください。
送付先： mzaidan.sj@mazda.co.jp
送信後、「受付通知」がメールにて返信されます。

(2) 郵送申請： （電子申請が難しい場合は）申請書の郵送

を期待しております。
なお、青少年の範囲は概ね6歳〜24歳ですが、「青少年を
支援する方々の活動」も含みます。

申請書を本財団宛に郵送してください。
送付先： 住所は下記参照

※ 昨年度まで、「東日本大震災復興支援活動」、と記載しておりましたが、
今年度より、「災害復興支援活動」として、東日本大震災を含む国内の

申請書の様式はマツダ財団のホームページからもダウンロードできます。
※ 記入にあたって、不明の点はご遠慮なく下記マツダ財団事務局
へお問い合わせください。

災害復興支援といたします。

２．募集地域

８．応募締切日

広島県、山口県

2018年1月12日（金） 【マツダ財団事務局に必着】

３．支援期間

９．支援の決定と通知

単年度支援 2018年4月１日〜2019年3月31日の１年間

支援させていただく活動は選考委員会において選考のうえ、本財団
理事会にて決定。選考結果は代表者宛に文書で通知。

４．支援金総額

（通知時期は、2018年3月下旬）

800万円

10．支援金の支払い
５．支援金額
１件当たり10万円〜50万円

2018年4月末
（但し、2018年度内であれば、ご希望の時期への変更も可能です）

ご留意事項
１．採否決定理由等選考に関する内容につきましては、お問合わせに応じかねますのでご了承ください。
2．ご提出いただいた応募書類は返却できませんので、あらかじめご承知ください。
3．支援させていただいた活動が終了後に、所定の用紙（「活動報告書」）により活動結果の概要をご報告いただきます。
不明点についてのお問合わせは下記にお願いいたします。

公益財団法人 マツダ財団 事務局

〒730‑8670
広島県安芸郡府中町新地３−１ マツダ株式会社内
TEL：（０８２）２８５−４６１１
FAX：（０８２）２８５−４６１２
E‑mail：mzaidan.sj@mazda.co.jp

（申請方法）
(1) 申請書の入手
・申請書はマツダ財団ホームページからダウンロードして入手してください。
（申請書は次の２つのファイルで構成されています。）
① 申請書（表紙）

・・・・ Microsoft Excel

② 申請書（本文）

・・・・ Microsoft Word

(2) 申請書の作成
a） 申請事項の記入
(1)申請書（表紙）
(2)申請書（本文）
各々、各記入欄の注記に従って、必要事項を漏れなく入力してください。

b） 申請書のファイル名の指定

申請書（表紙）・（本文）を作成後、

・ダウンロードした申請書は下記のファイル名（【

】内の名称）が付いています。

・ダウンロードしたファイル名を、以下のように変更してください。
(1)申請書（表紙）のファイル名【2018SJ̲hyoushi.xlsx】⇒ 2018SJ‑団体名.xlsx
(2)申請書（本文）のファイル名【2018SJ̲honbun.docx】⇒ 2018SJ‑団体名.docx
団体名・・・貴団体名を入力してください。略称で結構です。
2018SJ と団体名の間は、 ‑ （半角ハイフン）でつないでください。

(3) 申請書の送付
・作成した電子ファイル形式の(1)申請書（表紙）・(2)申請書（本文）を電子メールに添付して下記のアド
レスへ送付してください。
送信先アドレス mzaidan.sj@mazda.co.jp
・送信メールの件名は、ファイル名と同様に「2018SJ‑団体名」としてください。
・申請書受付担当者が記入漏れ等をチェックした上で、「電子申請受付通知」を申請者の元へメールにて返信
いたします。

（チェックのため、少々お時間をいただきます。）

・送信後、週末並びに下記冬季休業日を除く平日で 3 日以上たっても「電子申請受付通知」が返信されな
い場合は、必ずお問い合わせください。
・2017 年 12 月 28 日正午から 2018 年 1 月 7 日の間は冬季休業となります。
＊お願い＊
1. Excel、Word の拡張子(.docx .xlsx)は変えないでください。.doc .xls 等に変更されますと、マツダの電子メ
ールシステムでブロックされてしまい、ファイルが自動的に削除されてしまいます(添付ファイルによるマクロ実行型ウイル
ス対策のため)。

科学技術の振興
青少年の健全育成

分野の社会貢献を行っています。

科学技術の振興
○研究助成

募集期間： 例年4月〜5月頃

青少年の健全育成
○研究助成

募集期間： 例年4月〜6月頃

現在並びに将来にわたって解決が求められている、科学技術に

次代を担う青少年の健全育成に寄与する研究に対する助成。

関する基礎研究及び応用研究に対する助成。「若手研究者」、

市民活動との連携強化を図り、市民活動活性化に寄与する

「萌芽的研究」、「循環・省資源への寄与」を優先して助成。

実践的な研究に注力。対象は、全国の大学及び研究機関。

この中から特に優れた研究に対して授与する「マツダ研究

（累計件数 193件 累計金額 1億9,048万円）

助成奨励賞」も併設。
対象は、全国の大学及び研究機関。
（累計件数 817件

累計金額 11億150万円）

○市民活動支援

募集期間： 例年10月〜翌年1月頃

次代を担う青少年の心豊かな成長の一助となる、地域に
密着した活動に対する、資金・人材・ノウハウにわたる総合支援。

○事業助成

募集期間： 例年4月頃

中国地方で開催される小中高の生徒を対象とした「科学体験」

対象は広島県及び山口県の青少年関係の民間諸団体。
（累計件数 675件 累計金額 1億9,935万円）

に関する研究会等に対する助成。
対象は、中国地方の大学及び研究機関、民間非営利団体。
（累計件数 331件 累計金額 3,636万円）

○感動塾・みちくさ
児童・生徒、指導者、ボランティアの創意工夫を育む「感動塾・
みちくさ」を開催。(公財)広島市文化財団との共催。

○科学わくわくプロジェクト
青少年の科学離れへの対応として、小中学生や高校生を対象に

○スタートラインプロジェクト

科学にわくわくする機会を提供し、「科学するこころ」を養うことを

被虐待児等の成長や、それを支えるスタッフの能力開発を支援

目指した事業。

する事業。NPO法人ピピオ子どもセンターとの連携。

広島大学等との連携による地域貢献プログラムとして実施。

○若者×ツナグバ
若者が、多様な考え方から自分が納得のできる生き方を見つけ、
潜在能力を高め、選択肢を増やし、希望につなぐための活動支援。
市民活動団体との緩やかなネットワーク型の連携。

○大学講義
広島地区の大学を対象に開催。2017年度は、広島修道大学にて
「ボランティア活動」を実施。

○講演会
本財団の活動主旨を広く皆様に知っていただく活動の一つとして開催。
2013年11月

阿川佐和子氏 「聞く力」

2014年 8月

美輪明宏氏

「子供の教育、親の教育」

2015年11月

池上彰氏

「学び続ける力」

2016年11月

国谷裕子氏

「2030年、その時、私たちは」
（数値は2017年10月1日現在）

名

称：

公益財団法人マツダ財団

設

立：

1984年10月26日

公益法人への移行 ： 2010年11月1日
所管行政庁 ：

内閣府

事業の概要：

世界の人びとが共に繁栄を享受し、心豊かに生きることのできる社会づくりに寄与するため、
科学技術の振興及び青少年の健全育成に寄与する研究・諸事業に対する助成、講座・セミナー等の事業を行う

住

所：

広島県安芸都府中町新地3番1号 マツダ株式会社内 〒730−8670

電話番号 ：

（082） 285−4611

ファックス ：

（082） 285−4612

E‑mailアドレス ：

mzaidan@mazda.co.jp

ホームページ ：

http://mzaidan.mazda.co.jp/

マツダ財団青少年健全育成市民活動支援
第 33 回 (2017 年度)

*活動名・団体名・代表者名等は、助成決定時。
活

動

名

ここまで出来たよ「くるりん村」！！
河川敷の整備とサマースクール
ワクワク森林資源再生プロジェクト。
子どもたちへの伝統芸能の継承活動
永田川流域（森・里・川・海）の環境保全・整備プロジェクト 2017
ぼくたちの道しるべ〜違っていてもいいんだよ〜 自閉症スペクトラムの子どもの得意を
生かす子育て【家庭療育を進めるプロジェクト】
青少年の非行・再非行防止による健全育成活動
「地域全体で子育て・親育ち応援！！」〜地元を愛し、お互いに元気になろう〜
棚田開墾モリモリツアー（日帰りお楽しみ編）
美鈴恵みの森づくりボランティア
みんなで創り広げる「オルゴールシアター広島・山口の民話」プロジェクト
次世代リーダー育成「将来の夢を描くドリームマップ」を作ろう！in HIROSHIMA
原南生き物ふれあい活動
ホタルと花と砂留と
教えて！赤ちゃん先生〜わたしもあなたも大事な命〜
若者と高齢者が共生する街づくり活動
しごとしっとこ U18
地域の誰もが集える場〜ひねもすようこそ〜
療育を通して地域の障害児福祉を耕していく一つの試み
（重症心身障害児を対象とした宿泊型の動作法訓練会の実施）
江田島を基点としたアートと哲学による青少年育成
『親子で体験！五感で実感！大きな発見』宮島の自然と環境を楽しもう！ ＆ 大
学生ボランティア育成事業
絵本と紙芝居の地域文庫
広島県居住の外国人に対する日本語学習機会の提供と異文化理解を深める交流
広島と石巻の被災地を結ぶ学生ボランティア交流会（災害の教訓を伝承する活動を
通して）
出前絵本たねまき広場
子ども時代をもっと楽しむ体験づくり
東滝の謎に迫る！〜わが町に「ため池」はあるのか？〜
下三原上神楽舞伝承子どもプロジェクト
「にっぽんのこころ」を育む宿泊型青少年開発事業
板三夏祭り＆板三もちつき大会＆子供会と敬老会のコラボ
創作神楽による青少年健全育成
神楽ふれあい教室
合 計
32 件

団

体

名

地

域

ふるさと宮園ビオトープの会
江の川流域里川エコネット
特定非営利活動法人 やまおこしの会
神村学区郷土芸能保存会
永田川カエル倶楽部

広島県廿日市市
広島県三次市
広島県山県郡
広島県福山市
広島県江田島市

発達障害親の会 ＊ＰＥＡＣＣＨ＊

広島県広島市

特定非営利活動法人 食べて語ろう会
府中町家庭教育支援チーム「くすのき」
棚田開墾モリモリ倶楽部
美鈴恵みの森づくりボランティア
多世代交流支援オルゴールシアター実行委員会
一般社団法人ひろしまドリームマップ協会
原南学区青少年健全育成連絡協議会
堂々川ホタル同好会
ママの働き方応援隊 広島東校
鞆の浦の共生を実行する会
NPO 子どものひろばヤッチャル
ひねもすようこそ

広島県広島市
広島県安芸郡
広島県安芸高田市
広島県広島市
広島県東広島市
広島県広島市
広島県広島市
広島県福山市
広島県安芸郡
広島県福山市
広島県東広島市
広島県広島市

福山動作法訓練会

広島県福山市

ELCAP(エルカップ：
Etajima×Local×Culture× Art×Philosophy)

広島県福山市

みやじま未来ミーティング

広島県広島市

絵本と紙芝居の地域文庫
日本語教室ピース

広島県広島市
広島県東広島市

高校生災害復興支援ボランティア派遣隊

広島県広島市

絵本たねまき塾
岩国市立通津小学校おやじの会
滝びとの会
下三原上神楽舞伝承活動実行委員会
公益社団法人防府青年会議所
板持３区自治会
創作・風鎮神楽会
NPO 法人まなびデザインラボ
800 万円

広島県広島市
山口県岩国市
山口県山口市
山口県萩市
山口県防府市
山口県長門市
山口県防府市
山口県周南市

第 32 回 (2016 年度)

*活動名・団体名・代表者名等は、助成決定時。
活

動

名

志和堀ホタルまつり
再非行と非行防止、青少年の健全育成のための活動
防災教育を進め備えよう
ぼくたちの道しるべ〜違っていてもいいんだよ〜自閉症スペクトラムの子どもの得意を生
かす子育て 家庭療育を進めるプロジェクト
地域連帯〜出逢い・感動・輝きの輪をひろげよう！〜
広島思春期問題研究会およびふれあいの会
限界集落の寺院と連携した現代の寺子屋復活
おかげんさんまつり
地域とこどものアイディアいっぱい青空カフェ
子供達が竹細工づくりでおもてなし（竹杖・竹寿司巻き・篠笛等を作って、地域のお
年寄りなどにプレゼント）
援農ボランティア事業
親子ユニバーサル図書館(通称:みどりの森親子図書館)
にじいろキャンプ 2016
教えて！赤ちゃん先生〜わたしもあなたも大事な命〜
親子で遊ぼう会
江田島を基点としたアートと哲学による青少年育成

団

体

名

地

域

ホタルまつり実行委員会
NPO 法人食べて語ろう会
防災教育を進める北小と地域の会

広島県東広島市
広島県広島市
広島県安芸郡

発達障害親の会 ＊ＰＥＡＣＣＨ＊

広島県広島市

遊友クラブ
広島思春期問題研究会
特定非営利活動法人みよし子育て学び支援あすなろ
切串おかげんさんまつり実行委員会
まるごと府中実行委員会

広島県福山市
広島県広島市
広島県三次市
広島県江田島市
広島県安芸郡

大道山竹炭工房

広島県東広島市

広島県担い手同志組合おもろい農！
市民グループええじゃん（Asian）
NPO 子どものひろばヤッチャル
NPO 法人ママの働き方応援隊 広島東校
NPO 広島発達支援の会リバシー
ELCAP(エルカップ：
Etajima×Local×Culture×Art×Philosophy)
NPO 法人 心豊かな家庭環境をつくる広島 21
E フロンティア
若者活動サポートセンターあおぞら
花ネットワーク・BINGO
一般社団法人 ドリームマップ普及協会 広島支部
広島市シェアリングネイチャーの会
HMCN（Hiroshima Motion Control Network）
ひねもすようこそ
特定非営利活動法人日本タッチ・コミュニケーション協会
絵本たねまき塾
もぎもぎ☆ふぁーむ
福山市立山南小学校「環境守り隊 １・２・山南（さん
な）！」
読み聞かせボランティア こころ
特定非営利活動法人 山口科学技術子供フォーラム

広島県竹原市
広島県廿日市市
広島県東広島市
広島県安芸郡
広島県広島市

子どものための音楽プロジェクト
安佐北区落合東地区の小学生を対象とした大学生による学習支援
若者と本と地域を紡ぐまちかど図書館『BOOK リンク』プロジェクト
昔のあそびフォーラム in ふくやまプロジェクト
次世代リーダー育成「将来の夢を描くドリームマップ」を作ろう！in HIROSHIMA
田んぼの楽校
レゴロボットによる科学体験サロン
地域の誰もが集える場〜ひねもすようこそ〜
「ストレスフルな社会をしなやかに生きる『レジリエンスな次世代を育む』活動」
絵本との出会いプロジェクト
障害児主体の畑活動
環境守り隊 1・２・山南！〜ふるさと山南の環境を守るためにわたしたちにできることは
何だろう〜
地域で子ども達への読み聞かせ活動
理系子ども育成応援活動
こどもまちづくりプロジェクト 2016 ドリームチャレンジワークス
公益社団法人 防府青年会議所
〜自然と触れ合う中で主体性の心を育む研修〜
安田の糸あやつり人形芝居伝承事業
周南市安田の糸あやつり人形芝居保存会
友だち１００人プロジェクト〜異世代交流によるコミュニケーション能力の向上〜
長門市中央公民館運営協議会 子ども部会
合 計
33 件
875 万円
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