令和４年度第８号

発行日：令和４年１０月１３日

みえのスポーツ応援隊 ボランティア募集のお知らせ

〈第９回伊勢志摩サイクリングフェスティバル〉
日

時

令和４年１２月３日（土）・４日（日）６：００～１７：００
※活動時間は活動内容によって異なりますが、6:00～17:00 の間で役割ごとに
およそ４時間～７時間を目安としてください。
※１日だけの参加でも OK です。

会

場

三重県志摩市内（メイン会場：志摩スペイン村）

募集人数

４５人

活動内容

会場ボランティア、エイドステーション、コース安全管理等

申込方法

参加申込書に必要事項を記入し、三重県スポーツ協会までメール、FAX でお申し込み下
さい。参加申込書は下記よりダウンロードしてください。
（PDF）http://www.mie-sports.or.jp/home/wp-content/uploads/2022/10/iseshima-9.pdf
（Word）http://www.mie-sports.or.jp/home/wp-content/uploads/2022/10/iseshima-9.docx

申込期限

令和４年１１月７日（月）

そ の 他

昼食及び早朝スタッフには朝食を準備します。

〈第４回いせランフェスタ〉
日

時

令和４年１２月３０日（金）７：００～１２：００

会

場

三重交通 G スポーツの杜 伊勢 補助陸上競技場

募集人数

２０人

活動内容

コース設営・整理・撤去、受付・検温・会場案内、給水・フィニッシュ管理
※活動内容の振り分けについては事務局で行います。

申込方法

参加申込書に必要事項を記入し、三重県スポーツ協会までメール、FAX でお申し込み下
さい。参加申込書は下記よりダウンロードしてください。
（PDF）http://www.mie-sports.or.jp/home/wp-content/uploads/2022/10/ise-4.pdf
（word）http://www.mie-sports.or.jp/home/wp-content/uploads/2022/10/ise-4.docx

申込期限

令和４年１２月７日（水）

そ の 他

駐車スペース、軽食、飲料、参加賞を準備します。

【問合せ先】
公益財団法人三重県スポーツ協会
〒510-0261 鈴鹿市御薗町 1669
TEL：059-372-3880
FAX：059-372-3881
E-mail：sc-mie@mie-sports.or.jp

みえのスポーツ応援隊

総合型地域スポーツクラブ PR イベント開催
総合型地域スポーツクラブ PR イベントを県内５会場で行います。
第 2 弾の熊野会場では、小さいお子様から小学生まで楽しめるプログラムとなっております。
ぜひ遊びに来てください！
日時：令和４年１０月３０日（日）９：３０～１２：００
会場：熊野市防災公園屋根付練習場（熊野市有馬町 3537）
とこまるが

◆運動あそび体験・・・定員に達しました

遊びに来るよ！

●幼児・子ども向けスポーツ体験
ホッケー、ビームライフル、ソフトボール、スカットボール
■総合型地域スポーツクラブ PR ブース
詳しいことは、三重県スポーツ協会のホームページをご覧ください。
http://www.mie-sports.or.jp/home/mie-kouiki/sougougata

【問合せ先】
公益財団法人三重県スポーツ協会
〒510-0261 鈴鹿市御薗町 1669
TEL：059-372-3880
FAX：059-372-3881
E-mail：sc-mie@mie-sports.or.jp

助成事業のお知らせ

公益財団法人キリン福祉財団による助成事業
〈令和５年度「キリン・福祉のちから開拓事業」〉
対象事業

障害者福祉分野、高齢者福祉分野、児童・青少年健全育成分野、地域社会福祉分野のボ
ランティア活動を、長期的な視点に立って全国や広域にまたがり実施している、または
活動しようと考えている次のような団体に対して助成します。
１．障害者の福祉向上に関わるもの
２．高齢者の福祉向上に関わるもの
３．児童・青少年の福祉向上に関わるもの
４．地域社会の福祉向上に関わるもの
上記の、社会課題・問題を直接解決するための取り組み、啓発活動、政策提言やアドボ
カシー、ネットワークの構築・拡大、組織強化、人材の育成、技術や技法の研究、実践
のための調査や研究、モデル化、生活環境をより良いものにするための保全・保護活
動、などが対象です。

対象団体

１．１０名以上のメンバーが活動する団体・グループであること。
※ＮＰＯなどの法人格の有無、および活動年数は問いません。
※障害者・高齢者・子ども・地域活性などを推進する団体、それらを支援する団体
のどちらでも助成対象とします。
２．連絡責任者は満１８歳以上であること。
※年齢は令和５年４月１日（土）現在の満年齢とします。

助成金額

１件（１団体）あたりの上限額は１００万円（総額５００万円）

締 切 日

令和４年１０月３１日（月）当日消印有効

申込方法

申込書送付先

【令和５年度「キリン・福祉のちから開拓事業」申込書】に必要事項を記入の上、捺印
した正本１部を公益財団法人キリン福祉財団宛に郵送下さい。
【申込書類一式】https://foundation.kirinholdings.com/subsidy/r5/fukushi.html#dwn
〒164-0001 東京都中野区中野四丁目１０番２号 中野セントラルパークサウス
公益財団法人キリン福祉財団 令和５年度「キリン・福祉のちから開拓事業」事務局

〈令和５年度「キリン・地域のちから応援事業」〉
対象事業

障害があってもなくても、高齢者でも子どもでも、日本人でも外国人でも、同じ地域や
コミュニティで生活する一員として、共に理解し合い・支え合う共生社会の実現を願
い、地域における障害児・者、高齢者、子どもなどの福祉向上に関わる、次のような幅
広いボランティア活動を実施する団体に対して助成します。
１．子ども・子育て世代の福祉向上に関わるもの
２．シルバー世代の福祉向上に関わるもの
３．障害や困りごとのある人・支える人の福祉向上に関わるもの
４．地域やコミュニティの活性化に関わるもの

対象団体

１．４名以上のメンバーが活動する団体・グループであること。
※ＮＰＯなどの法人格の有無、および活動年数は問いません。
※障害者・高齢者・子ども・地域活性などを推進する団体、それらを支援する団体
のどちらでも助成対象とします。
２．連絡責任者は満１８歳以上であること。
※年齢は令和５年４月１日（土）現在の満年齢とします。

助成金額

１件（１団体）あたりの上限額は３０万円（総額４，５００万円）

締 切 日

令和４年１０月３１日（月）当日消印有効

申込方法

【令和５年度「キリン・地域のちから応援事業」申込書】に必要事項を記入の上、捺印
した正本１部を公益財団法人キリン福祉財団宛に郵送下さい。
【申込書類一式】https://foundation.kirinholdings.com/subsidy/r5/index.html#dwn

申込書送付先

〒164-0001 東京都中野区中野四丁目１０番２号 中野セントラルパークサウス
公益財団法人キリン福祉財団 令和５年度「キリン・地域のちから応援事業」事務局

【問合せ先】
公益財団法人キリン福祉財団 事務局
TEL：03-6837-7013
FAX：03-5343-1093
E-mail：fukushizaidan@kirin.co.jp
HP：https://foundation.kirenholdings.com/

キリン福祉財団

日本郵便株式会社による助成
〈２０２３年度日本郵便年賀寄付金〉
対象事業

お年玉付郵便葉書等に関する法律に規定された１０の事業のいずれかに該当し、かつ、
申請法人の定款または寄付行為に基づいて行う事業とします。
また、日本国内で実施される事業を対象とし、海外で実施される事業は除きます。
なお、海外活動を行う団体が国内で行う啓発事業などは、国内で行われる事業として対

象とします。
１．社会福祉の増進を目的とする事業
２．青少年の健全な育成のために社会教育を行う事業
３．健康の保持増進を図るためにするスポーツの振興のための事業 等
事業分野

年賀寄付金配分事業は、下表の助成分野に分けて行います。

一般枠

特別枠
対象団体

申請可能額
～５００万円まで

～５０万円まで

～５００万円まで

～５００万円まで

下表に掲げる法人であって、申請時直近の決算時において法人登記後１年以上が経過し、
かつ、過去１年間を期間とする年度決算書が確定している法人とします。
また、法令に定める事業報告書などの作成、提出など、法令上法人として求められる義
務を順守している必要があります。
助成分野
一般枠
特別枠

申請方法

助成分野
活動・一般プログラム
公益活動を行う団体の福祉・人材育成・普及啓発・
イベントまたは新規事業を支援
活動・チャレンジプログラム
公益活動を行う団体の福祉・人材育成・普及啓発・
イベントまたは新規事業を支援
施設改修
公益活動を行う団体の事業をより効率的・効果的に
実施するために必要な施設の改修などを支援
機器購入
公益活動を行う団体の事業をより効率的・効果的に
実施するために必要な車両以外の機器の購入を支援
車両購入
公益活動を行う団体の事業をより効率的・効果的に
実施するために車両の購入を支援
新型コロナウイルス感染症の予防・拡大防止
活動・施設・機器・車両の区分はありません。

対象団体
社会福祉法人、更生保護法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法
人、公益財団法人または特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）
一般枠配分団体に加え、営利を目的としない法人

配分申請は日本郵便年賀寄付金Ｗｅｂサイトの申請入力フォームにより申請及び関係書
類をアップロードしてください。
【ＵＲＬ：https://www.post.japanpost.jp/kifu/nenga/applications.html】

締 切 日

令和４年１１月４日（金）当日消印有効

問 合 せ

１．関係情報の掲載
日本郵便年賀寄付金Ｗｅｂサイトにおいて関係情報を掲載していますので、ご参照
ください。【ＵＲＬ：https://www.post.japanpost.jp/kifu/】
２．お問い合わせの多い質問と回答の掲載
お問い合わせの多い質問と回答を掲載していますので、お問い合わせいただく前に
ご参照ください。【ＵＲＬ：https://www.post.japanpost.jp/kifu/faq/faq.html】
３．お問い合わせおよび申請相談
・日本郵便年賀寄付金Ｗｅｂサイトに「お問合せ用フォーマット」を用紙しておりま
す。必要事項を入力の上、ご照会ください。後日、メールにより回答いたします。
【ＵＲＬ：https://www.post.japanpost.jp/question/contact_us/csrmail.html】
・電話によるお問い合わせは、お急ぎの場合のみ、以下の電話番号にご連絡ください。

【年賀寄付金事務局】03-3477-0567
（受付時間：平日 10 時～12 時及び 13 時～17 時）
提 出 先

日本郵便株式会社 総務部内 年賀寄付金事務局
〒100-8792 東京都千代田区大手町二丁目３番１号

大手町プレイスウエストタワー

日本郵便年賀寄付金

地域スポーツ・レクリエーション指導者養成事業

ノルディックウォーキングセミナー
主

催

三重県、一般社団法人三重県レクリエーション協会

日

時

令和４年１１月３日（木祝）９：００～１２：００（受付８：４５～）

会

場

県立鈴鹿青少年センター及び県営鈴鹿青少年の森公園

参 加 費

無料

対 象 者

１７歳以上で内容に関心のある方

定

３０名

員

申込方法

参加申込書に必要事項を記入のうえ、三重県レクリエーション協会事務局まで FAX か
メールでお申込みください。

締 切 日

令和４年１０月２８日（金）

そ の 他

本講習会はレク資格取得時の個々の活動の習得単位となります。

【問合せ・申込先】
一般社団法人三重県レクリエーション協会事務局
〒514-0002 津市島崎町 3-1 三重県島崎会館
TEL：059-246-9800

FAX：059-246-9801 E-mail：mie-rec@ztv.ne.jp

三重県レクリエーション協会

≪スポーツくじ(toto・BIG)について≫
スポーツくじ(toto・BIG)は、子どもからお年寄りまで誰
もが身近にスポーツに親しめる環境整備や、国際競技力向
上のための環境整備など、新たなスポーツ振興政策を実施
するため、その財源確保の手段として導入されたものです。

【発行】 公益財団法人三重県スポーツ協会
〒510-0261 鈴鹿市御薗町 1669 番地 三重交通 G スポーツの杜 鈴鹿
TEL：059-372-3880
FAX：059-372-3881
E-mail：sc-mie@mie-sports.or.jp
WEB：http://www.mie-sports.or.jp/home/mie-kouiki
Facebook：https://www.facebook.com/mie.kouiki.sc/

