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ぎふ子ども若者・子育て市民ファンド

ぎふハチドリ基金通信 第１０号

H25年度の報告
平成25年度（2013年4月1日～2014年3月31日）のぎふハチドリ基金の活動についてご報告します。

寄付金総額(H25年度分のみ）
本体への寄付金総額

2,293,520円
1,052,539円

第2期団体指定寄付
（第３期団体指定分は加えていません）

寄付件数
本体への寄付

175件

第2期団体指定寄付（９団体合計）

197件

（募金箱の開封1回につき1件としています）

総額 3,346,059円

たくさんのご支援をありがとうございました。

本体寄付（2,293,520円）の内訳
☆大口の寄付（詳細は次ページ）
NDS株式会社様 1,000,000円
一般財団法人岐阜県職員互助会様 400,000円
大垣共立銀行関連企業１２社の職員様137,956円
株式会社吉田ハム様２０１３年度分 120,000円
東海労働金庫様２０１３年度社会貢献商品からの寄付 155,990円
☆個人、団体からの寄付
のべ３３件 計 241,059円
募金箱、寄付つき商品等 計 238,515円

これまでの累計額（2012年10月1日～2014年3月末）

寄付金累計額

５,２８８,５４２円（本体寄付、団体指定寄付の合計）

（25年度分3,346,059円、24年度分1,942,483円）

H25年度支援金額合計 1,530,780円
（25年度特定事業助成478,241円 第2期団体指定寄付1,052,539円）

支援金額累計額

２,５２０,９１９円（特定事業助成額、団体支払い分の合計）

（２５年度分 1,530,780円、２４年度分 990,139円）
＊事務局運営費（２５年度分本体寄付金の10%）への支出 229,352円
支出合計 2,750,271円
本体寄付の残金の2,538,271円は26年度に繰り越し、26年度特定事業助成の原資とします。

http://gifunpo-fund.org

Ｆacebook https://www.facebook.com/gifu.hachidori

支援者（寄付者）のひろがり
本体寄付が1年間で、２，２９３,５２０円集まりました。24年度の残額と合わせると300万円を超えましたの
で、26年度特定事業の助成額とメニューを増やせることになりました。（詳細は４ｐに）
本体にご寄付いただいた皆様、ありがとうございました。

☆NDS株式会社様より、1,000,000円のご寄付をいただきました。
NDS株式会社の会社創立60周年を記念した社会貢献事業の一環として、
地域に密着した活動を展開しているNPO等団体に寄付を実施するにあたり、
岐阜県においてはぎふハチドリ基金を選んでいただきました。
H26.3.25 NDS株式会社岐阜支店長様より、
寄付金の目録をいただきました。

☆一般財団法人岐阜県職員互助会様より、400,000円のご寄付をいただきました(H26.3.6)。
平成24年度も同額をご寄付いただいています。

☆大垣共立銀行関連企業12社の職員様より137,956円のご寄付をいただきました(H25.12.18)。
以下の12社の職員の皆様の募金です。（順不同）
共有リース株式会社様、共立コンピューターサービス株式会社様、株式会社共立総研様、共立信用保険会社様、
共立クレジット株式会社様、共立キャピタル株式会社様、共立ビジネス・サービス株式会社様、共立文書代行株式会社様、
共立不動産調査株式会社様、正和商事株式会社様、株式会社明星様、大垣正和サービス株式会社様

☆株式会社吉田ハム様より、年間合計120,000円の寄付をいただきました。
株式会社吉田ハム様には、ぎふハチドリ基金創設当初から、毎月10,000円ずつの継続支援をいただいています。
また大垣市内の直営店2店舗に募金箱を置いていただいています。

☆東海労働金庫様より、2013年度社会貢献商品からの寄付として155,990円いただきました。
これから毎年、岐阜県内の社会貢献商品の契約数に応じたご寄付をいただけることになりました。
東海労働金庫（東海ろうきん）様には、ぎふハチドリ基金の創設当初から、県内の全支店の窓口に募金箱を設置していただき、
窓口からの寄付金の振り込み手数料を無料にしていただいています

☆個人、団体からの寄付は、のべ３３件 計 241,059円でした。
ぎふハチドリ基金の趣旨に共感いただいた皆様からあたたかいご寄付をいただきました。
チャリティーイベントを行っていただいた団体もありました。

☆ぎふハチドリ基金の募金箱に集まった寄付は142,194円でした。
募金箱の設置場所、協力機関はぎふハチドリ基金ホームページで紹介しています。

☆ぎふハチドリ基金チャリティーイベント等を開催しました。
①H25.11.30に「カラフルタウン岐阜・レインボーモール館」において、
スイーツ＆チャリティイベント「すいちゃりん。」を開催しました。
カラフルタウン様には会場を無償で貸していただきました。
当日は1,500人余の来場があり、大盛況でした。
出店店舗様には売り上げの10%（総額50,398円）をご寄付いただきました。
②映画「祝いの島」実行委員会に参加、上映会当日（H26.3.30）、映画の上映前に
PV（プロモーションビデオ）を流していただきました。
募金や寄付つき商品を買っていただき、15,946円の寄付が集まりました。

☆その他、寄付つき商品からの寄付は合計39,050円でした。
寄付つきランチ（art＋eat atelier feriz（アトリエフェリス）様（本巣市）提供）
mamacolor（ママコロ）手作り雑貨ブランド（NPO法人Mama’s café様（多治見市）提供）
ハチドリ缶バッチなど

広報活動・その他の活動
ぎふハチドリ基金のPR用に
約4分のPV（プロモーションビデ
オ）を作成しました。
イベント等で使用しています。
facebookページで、最新の情報を
お伝えしています。
また、「いいね！」や毎日のクリッ
クで、無料で募金ができる仕組み
「gooddo」（グッドゥ）に参加してい
ます。
ぎふハチドリ基金のホームページ
にリンクバナーを貼っています。
ぜひチェックをお願いします。

支援先（助成事業、団体）のひろがり
支援先と支援金額について
○平成２５年度特定事業助成 平成２４年度に本体に集まった寄付金を元に２５年度特定事業助成を行いました。
助成団体 ６団体 合計 478,241円
Ⅰ ファミリー・サポート・センター等の地域で子どもを預かる相互援助活動
NPO法人みんなで子育てドロップス（恵那市） 「利用料の軽減」 助成金額 40,650円
障がいを持った子どもの送迎、母子家庭の子どもの送迎サポート等の利用料を軽減しました。

Ⅱ 放課後や休日の子どもの預かり活動（学童保育など）
キッズサークル（中津川市） 「利用料の軽減」 助成金額 100,000円
学童保育のひとり親家庭の保育料を減免しました。

NPO法人子ラボハウス キキの家（郡上市 ） 「利用料の軽減」

助成金額 99,500円

放課後児童クラブで市の減免対象にならない一人親家庭の利用料を減免をしました。

NPO法人りあらいず和（郡上市） 「利用料の軽減」 助成金額 77,000円
障がいを持った児童の放課後児童クラブの利用料を軽減しました。

Ⅲ 日中の子どもの預かり活動（不登校など）
にじいろパレット（恵那市） 「人材育成」 助成金額 96,980円

利用料が減免されたことで、
該当の一人親家庭が安心し
て放課後児童クラブを利用す
ることができました。

不登校の子どもたちの居場所づくりのためのスタッフ研修会を毎週金曜日に実施しました。

NPO法人つむぎの森（各務原市）「スタッフの交通費補助」 助成金額 64,111円
不登校の子どもや未就労の若者の社会体験、就労体験の際の支援スタッフの交通費補助

〇第2期団体指定寄付参加団体への寄付金

集まった寄付金 9団体合計 1,052,539円
（寄付募集期間 2013年8月1日～2014年2月28日）

団体ごとの寄付金額
（団体名、寄付対象の事業名、団体指定で集まった寄付金）

ＮＰＯ法人思い出の絵本展 延長保育園児などに対する出前絵本の読み語り・絵本展事業 106,102円
風の芸術村 知的・発達障がいのある人のための美術教室事業
47,916円
ＮＰＯ法人キッズスクエア瑞穂 生活困窮・養育困難家庭の支援事業 140,675円
岐阜キッズな（絆）支援室 キッズな（絆）プロジェクト てらこや無償塾 175,125円
ＮＰＯ法人岐阜ダルク 薬物依存症の若者のためのリハビリ施設運営 28,219円
ＮＰＯ法人コミュニティサポートスクエア 地域活動を通じたNEET・フリーターの社会参加支援 75,721円
ＮＰＯ法人仕事工房ポポロ ひとりで苦しむ若者の出会いと交流プロジェクト 224,510円
ＮＰＯ法人チャータースクールぎふ 不登校・ひきこもり問題自立支援活動 64,210円
ＮＰＯ法人つむぎの森 不登校・ひきこもりの若者の就労体験事業
190,061円
＊団体が集めた寄付金は、そのまま団体に渡しましたが、寄付金の受領後、
各団体から、寄付金額の１０％または3,000円のどちらか多い方を運営費負担金として事務局にいただきました。

（運営費負担金 9団体合計 105,433円）

☆ハチドリフレンズを作りました。
ぎふハチドリ基金の団体指定寄付に参加した団体で、
２期取り組まれた団体（連続しなくても可）を「ハチドリフレンズ」と呼び、
寄付集めのためのPR等の協力をしていくことにしました。
このたび、第1期と2期に参加された「NPO法人思い出の絵本展」、「NPO法人キッズスクエア瑞穂」、
「NPO法人仕事工房ポポロ」がハチドリフレンズとなりました。
ハチドリフレンズへの寄付の受け入れ先として、団体の指定口座をご紹介していきます。

http://gifunpo-fund.org

検索
ぎふハチドリ基金
facebook https://www.facebook.com/gifu.hachidori

H26年度（２０１４年度）の活動について
今年度も引き続きご支援をお願いします。

団体指定寄付は第3期と第4期の団体が寄付募集の活動します。
第3期団体指定寄付（寄付募集期間2014年2月1日～2014年8月31日）
現在以下の８団体が寄付募集活動中です。
風の芸術村、岐阜キッズな（絆）支援室、NPO法人岐阜ダルク、劇団ドキドキわくわく、NPO法人コミュニティサポートスクエア、
NPO法人山茶花（さざんか）、NPO法人スタートライン飛騨、NPO法人つむぎの森

第4期団体指定寄付（寄付募集期間2014年8月1日～2016年2月28日）
参加団体募集中（5月20日～6月20日）です。

平成26年度特定事業の募集・・・H25年度の本体寄付を原資として助成する事業です。
事業募集期間：5月20日～6月20日
対象団体：岐阜県内で、子ども若者・子育て家庭を支える活動を行っている非営利団体
●助成メニュー
【A】事業助成 1団体あたり上限20万円 総額100万円程度
【B】利用料軽減助成 1団体あたり上限10万円 総額100万円以内
（＊A、B両方に応募することはできません。）

●助成内容
【A】困難を抱える子ども若者・子育て家庭を支えるために行う次の事業にかかる経費を助成します。
（ア）学習支援事業（イ）居場所運営事業（ウ）子どもや若者をめぐる問題を解決するための事業
【B】団体が行っている次のような活動の利用料金を、経済的困窮家庭に対して軽減する場合、
団体が負担した軽減分を助成します。
（ア）ファミリーサポート事業、学童保育など子どもを預かる事業
（イ）困難を抱える子育て家庭や若者への個別支援事業

●助成対象期間

平成２６年4月1日～平成２７年3月31日

寄付募集＆PRイベントの開催
ぎふハチドリ基金の仕組みや、団体指定寄付参加団体を紹介できる機会をできるだけ多く持ちたいと思います。
秋には、映画上映会、「すいちゃりん。」第２弾を実施予定です。
イベント予定は、ホームページ、facebook、ぎふハチドリ基金通信などでご案内します。
様々な支援の形を求めていきます
ぎふハチドリ基金では、寄付金の他、物の寄付、広報協力なども求めています。
団体の活動に役に立つもの、チャリティーバザーで売れるものの寄付から、チラシの配布協力、
その他、ホームページ作成や広報ツール（パンフレット等）の作成協力など、ご協力いただける方は事務局までご連絡
ください。

http://gifunpo-fund.org

ぎふハチドリ基金

検索

ぎふハチドリ基金の寄付専用口座
【基金本体への寄付】
☆郵便振替 郵便振替口座 ００８８０－６－１９０９０２ ぎふハチドリ基金
☆銀行振込
□十六銀行 県民ふれあい会館出張所 普通 １０８３４７８ ぎふハチドリ基金
□大垣共立銀行 県庁前支店 普通 ２８１７８４ ぎふハチドリ基金
□東海労働金庫 岐阜支店 普通 ３４６３０２２ ぎふハチドリ基金
（一口1,000円より、東海労働金庫の窓口でお振込みいただくと、振込手数料が無料になります）
【団体指定寄付】・・・団体指定寄付参加団体の中から団体を選んで寄付してください。
☆郵便振替 郵便振替口座 ００８７０－７－１９８８２２ ぎふハチドリ基金
通信欄に参加団体の番号、団体名をご記入ください。 詳しくは、ぎふハチドリ基金のホームページまたは専用リーフレットをご覧ください。
☆銀行振込
□十六銀行、大垣共立銀行 ご入金前に、事務局にご連絡ください。
□東海労働金庫
県内の各支店の窓口にあるハチドリ基金専用リーフレットに挟み込みの申込み書をご覧ください。

