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H２６年度の報告
平成26年度（2014年4月1日～2015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(H26年度分のみ）

寄付件数

本体への寄付金総額

本体への寄付 147件

1,712,733円
第３期団体指定寄付
440,600円
第４期団体指定寄付
167,519円
総額2,320,852円

第3期団体指定寄付（8団体合計）
第4期団体指定寄付（3団体合計）

86件
48件

（募金箱の開封1回につき1件としています）

ご支援ありがとうございました。

本体寄付（1,712,733円）の内訳

Special

☆大口の寄付

粥川なつ紀様（サックス奏者）
応援メッセージをいただいています。
チラシ配布とPRにご協力いただきました。

一般財団法人岐阜県職員互助会様 400,000円
岐阜県労働者福祉協議会様 300,000円
東海労働金庫様(2014年度社会貢献商品からの寄付) 135,161円
株式会社吉田ハム様(2014年度分) 110,000円
こそだてひろばリトルスター様（解散時の残余財産の寄付） 90,261円

☆その他企業・団体・個人からの寄付

Thanks！

『すいちゃりん。』の出店店舗様

のべ34件 計 159,886円

(株)丹羽木材様、とうしん地域活力研究所様、(株)メモリア様、
岐阜経済大学ボランティアセンター様、NPO法人Mama’s Cafe様
ほか、グループ3件、個人26件

（順不同、敬称略）
山本佐太郎商店、PECHE（ペーシュ）、 ツバメヤ 、
揖斐菓匠庵みわ屋、傳六茶園 、
DOLCI Café （ドルチカフェ）、ナガラタタン 、
ふーちゃんSHOP、TSUBOYA （ツボヤ）
BOULANGERI ROUGE ROYAL
（ブーランジュリー

ルージュ

ロワイヤル）

募金箱設置にご協力いただいている皆様

☆寄付つき商品からの寄付 のべ40件 計 336,081円
寄付つき映画「アンダンテ～稲の旋律～」上映会、 『すいちゃりん。』&Hachidori Marche'、
mamacolor（手づくり雑貨、NPO法人Mama’s Cafe様）、
寄付つきランチ（art+eat atelier feliz様）、寄付つき名刺（NPO法人仕事工房ポポロ様）
、
ハチドリマグネットステッカーなど

☆募金箱 回収数41件（イベント時の設置を含む） 計135,620円
☆ネットからの寄付（クリック募金、かざして募金等） 計45,262円
☆その他 利息 462円

H２６年度支援金 合計 2,410,455円
（特定事業助成1,802,336円、第3期団体指定寄付440,600円、第4期団体指定寄付167,519円）

運営費への支出 26年度分本体への寄付金の10% 171,273円
26年度支出合計額 2,581,728円
26年度収支差額
-260,876円
25年度繰越金＋26年度収支差額＝2,277,395円・・・27年度に繰り越します。

これまでの累計額（2012年10月1日～2015年3月末）
寄付金累計額
7,609,394円（本体寄付、団体指定寄付の合計）

（順不同、敬称略）
東海労働金庫（岐阜支店、大垣支店、可児支店、
多治見出張所、中津川支店、高山支店、垂井出張所、
各務原支店）
(株)吉田ハム（本店・ヤナゲン店）
、和食処布武、
薄皮たいやき福丸、餃子ダイニング「紅桃」
、
敷島珈琲店、(株)丹羽木材、明樹会事務局、
(有)和田鈑金工業、松野治療院
いとうレディースケアクリニック、
art+eat atelier feliz(アトリエフェリス）、
blekochen（ブルコッヘン）、手づくり工房あめんぼ、
ひぐちクリニック、高瀬歯科医院、
名古屋税理士会岐阜北支部、本巣ライオンズクラブ、
カイロプラクティック院リカヴァリー、
(株)サラダコスモ（中津川ちこり村）、
ファミリーサロンKOKO、
まちなかステーション「ねこの手」、
まちひとぷら座かんかこかん、真央莉薬局花岡店、
NPO法人まちづくりスポット、
NPO法人Mama’s café（2か所）、
NPO法人グッドライフ・サポートセンター（2か所）、
NPO法人キッズスクエア瑞穂、
NPO法人せき・まちづくりNPOぶうめらん、
NPO法人可児市NPO協会
ほか

（26年度分2,320,852円、25年度分3,346,059円、24年度分1,942,483円）

支援金累計額

4,931,374円（特定事業助成額、団体支払い分の合計）

（26年度分2,410,455円、26年度分1,530,780円、24年度分 990,139円）

＊事務局運営費への支出累計額

400,625円

（26年度分本体寄付金の10% 171,273円、25年度分本体寄付金の10% 229,352円 ）

総支出累計額 5,331,999円

http://gifunpo-fund.org

Ｆacebook https://www.facebook.com/gifu.hachidori
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寄付金の使い道について
26年度特定事業助成額 合計1,838,336円
25年度に基金本体にいただいた寄付金を使い、以下の事業に助成させていただきました。

【A】事業助成
下記の11団体が実施した、困難を抱える子ども若者・子育て家庭を支援する事業に対し、
総額1,304,100円を助成しました。
困難を抱える子ども達への学習支援と社会体験支援（てらこや無償塾）
岐阜キッズな（絆）支援室（岐阜市）
助成額 140,000円
発達障がい児も一緒に育ちあえる地域づくり事業（親子体験活動と交流会、講演会）
NPO法人キッズスクエア瑞穂（瑞穂市）
助成額 140,000円
発達に障がいを抱える子ども達が仲間で集える居場所事業（読み聞かせ・絵画教室と作品展）
NPO法人ふく・ふく（本巣市）
助成額140,000円
障がい者自身がコミュニケーション能力を育む自立支援事業（舞台を通した表現活動）
ひまわり （岐阜市）
助成額 140,000円
不登校・ひきこもりの若者の社会復帰支援の拠点としてのフリースペース運営事業（若者交流会）
NPO法人円（まどか） （瑞浪市）
助成額140,000円
困難を抱える若者達の体験的ワークの実施（フリースペース未知草）
NPO法人つむぎの森 （各務原市） 助成額140,000円
困難を抱える若者達の仕事づくり（一枚の名刺で社会を変えるプロジェクト）
NPO法人仕事工房ポポロ （岐阜市） 助成額 140,000円
若年無業者の社会参加のきっかけづくり（CAFÉ WAON PARTY CONNECTION）
NPO法人コミュニティサポートスクエア （岐阜市）
助成額140,000円
発達障害児・者の日常生活及び社会生活の支援に関する事業（茶話会とペアレントトレーニング）
あさがおの会（多治見市） 助成額 70,000円
不登校児童生徒、ひきこもりの若者のための居場所づくりと相談活動（にじいろパレット事業）
にじいろパレット （恵那市） 助成額70,000円
発達に障がいを抱える子どもへの学習支援（小学生の英語クラブ）
NPO法人東濃子どもレスキューミッションJスペース（瑞浪市） 助成額 44,100円
25年度に寄付金が増加したことにより、26年度から「事業助成」のメニューを作ることができました。
前年度に比べて、助成団体数が増え、地域も内容も広がりました。
事業助成を受けた団体からの活動報告は、ぎふハチドリ基金のホームページに掲載しています。
ぜひご覧ください。

【B】利用料軽減助成
NPO（非営利団体）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した。
（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

実際に軽減された分に対し、1団体あたり上限10万円以内で助成し、7団体で、総額498,236円を助成しました。
放課後児童クラブ（障がい児童の利用料軽減）
NPO法人りあらいず和（郡上市） 助成額 77,000円
地域で子どもを預かる相互援助活動（一人親等支援が必要な家庭の利用料軽減）
NPO法人みんなで子育てドロップス（恵那市） 助成額 100,000円
学童保育（一人親、経済的困窮家庭の利用料軽減）
かしも児童クラブ（中津川市） 助成額 20,700円
学童保育（一人親家庭の利用料軽減）
キッズサークル（中津川市） 助成額 85,050円
夏季寺子屋塾（一人親、経済的困難等の利用料軽減）
NPO法人次世代人財育成支援センター（瑞穂市） 助成額 28,486円
学童保育（父子家庭の利用料軽減）
NPO法人ふる里めいほう（郡上市）助成額 94,000円
ホームフレンド事業（一人親家庭の利用料軽減）
べんぽすた（岐阜市） 助成額 93,000円
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「利用料の軽減」により、さまざま
な困難を抱える23世帯の合わせて29
人の子ども達が、学童保育や送迎、日
中の預かりなどのサポートを長期間受
けることができました。

団体指定寄付について
〇第３期団体指定寄付参加団体への寄付金
（寄付募集期間 2014年2月1日～2014年8月31日）
集まった寄付金 ８団体合計 440,600円
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）
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
7,285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 55,511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
4,816円
劇団ドキドキわくわく 障がい者自身がコミュニケーション能力を培う自立活動事業 279,241円
ＮＰＯ法人コミュニティサポートスクエア
NEET状態の若者の社会参加の機会提供を通じた就労支援 19,660円
ＮＰＯ法人山茶花
様々な障がいを抱えた若者たちの自立支援事業
7,072円
ＮＰＯ法人スタートライン飛騨
不登校・ひきこもり状態の子ども若者と家族へのサポート事業 19,460円
ＮＰＯ法人つむぎの森
つむぎ市場を作る 47,555円

〇第４期団体指定寄付参加団体への寄付金
（寄付募集期間 2014年8月1日～2015年2月28日）
集まった寄付金 ３団体合計 167,519円
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法人チャイルドラインぎふ 子ども専用電話『チャイルドライン』を子どもたちに伝え、かけてもらおう事業 104,002円
NPO法人ぎふ多胎ネット
ピアサポート訪問事業 38,529円
マドレボニータ東海TOMOS
産後ケアプログラムを格差なく届けよう！プロジェクト 24,988円

＊団体指定寄付の休止について
「団体指定寄付」は、参加団体と一緒に寄付集めをする仕組みとして、
2012年10月から2015年2月まで、第1期～第4期と実施し、のべ32団体が参加しました。
23団体に集まった寄付金の合計は2,372,197円になりました。
大変多くの皆さんにご支援をいただきましたが、仕組みの見直しをするため、しばらく休止します。
（過去2回参加していただいた団体は、
「ハチドリフレンズ」となっています。）
各団体へのご寄付を希望される場合は、事務局にご連絡いただくか、ホームページをご覧ください。

【イベントなどの報告】
☆寄付つき映画「アンダンテ～稲の旋律～」上映会
開催日2014年9月21日（日）
８１の個人・団体・企業の方に上映経費の協賛をいただき開催しました。
2回の上映で、合わせて305人にご来場いただきました。
団体指定寄付参加団体とハチドリフレンズに合計150,700円、
基金本体に165,540円の寄付が集まりました。

☆『すいちゃりん。』&Hachidori Marche'
開催日 2014年11月29日（土）30日（日）
カラフルタウン岐阜様の協力により、2回目の開催でした
2日間で、来場者数は約2,800人でした。
売り上げの一部をご寄付いただき、
合計132,732円の寄付金が集まりました。

☆「地域のありがとう作文」コンテススト
2014年11月～12月18日
メモリアグループ「ありがとう運動」に協力。(株)メモリア様より、
応募件数に応じてご寄付をいただきました。
1023件のご応募をいただき、10,230円の寄付になりました。

http://gifunpo-fund.org

ぎふハチドリ基金
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検索

27年度「ぎふハチドリ基金助成事業」助成先が決定しました。
平成２６年度に基金本体に集まった寄付金を原資として助成する「平成２７年度助成事業」の対象事業が決まり
ました。 活動の様子は、facebookやホームページで随時紹介していきます。

【A】事業助成・・・1団体あたり上限20万円で助成。総額100万円程度
対象：さまざまな困難を抱える子ども若者・子育て家庭を支える次のような事業
（ア）学習支援（イ）居場所運営（ウ）子どもや若者をめぐる問題を解決するための事業

審査結果 応募総数 ９団体 申請総額 １,630,000円 採択数 ７団体 助成金額 1,1８０,０００円
☆採択団体、助成対象事業、助成額
にじいろパレット（恵那市） にじいろパレット事業（居場所運営と相談活動）100,000円
NPO クローバー（可児市） 寺子屋 クローバー（学習支援事業）200,000円
NPO法人DOREMIみらい （可児市）みらいイキイキ子育てサロン（発達障がいを抱える子どもとその親のサロン事業）150,000円
岐阜キッズな（絆）支援室（岐阜市） てらこや「ようきたね」（学習支援事業） 200,000円
あしたの支援室（大垣市） あしたの支援室事業（学習支援事業）130,000円
NPO法人ぎふ多胎ネット（多治見市） ふたごちゃんみつごちゃん子育てサロン事業 200,000円
START（岐阜市） できた！をたくさんあつめよう 運動の苦手なきみのための野球チーム 200,000円

【B】利用料軽減助成・・・1団体あたり上限10万円

総額60万円以内

対象：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
（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

審査結果 応募数 ４団体（申請総額 ３６７,０００円）について審査され、全団体が採択されました。
＊事業実施後、実際に軽減が行われた分を助成します（上限１０万円）。
☆採択団体と事業内容、申請額
NPO法人キッズスクエア瑞穂(瑞穂市） 生活困窮・養育困難家庭への支援事業 100,000円
加子母児童クラブ（中津川市）
学童保育（ひとり親、経済的困窮家庭の利用料軽減 100,000円
NPO法人ふる里めいほう （郡上市） 学童保育（ひとり親家庭の利用料軽減 67,000円
NPO法人みんなで子育てドロップス（恵那市）
地域で子どもを預かる相互援助活動（ひとり親等支援が必要な家庭の利用料軽減 100,000円

皆様のご協力により、26年度も、多くの団体の活動を資金面で応援することができました。
ご寄付くださった皆様、募金箱を置いてくださっている皆様、機会あるごとに募金をしていただいた皆様、
寄付つき商品を買っていただいた皆様、イベントにご協力いただいた皆様、facebookなどで応援していだいている皆様、
地域で子どもや若者、子育て家庭のために日々活動しているNPOの皆様、
「ぎふハチドリ基金」の仕組みを支えていただいているすべての皆様に心より感謝申し上げます。
私たちは、この活動を通して、子どもや若者・子育て家庭をとりまく様々な課題を少しでも解決できるよう、
皆様と一緒に、できる事から一歩ずつ取り組んでいきます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。
ぎふハチドリ基金 事務局 一同

ぎふハチドリ基金への寄付
☆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）
☆ソフトバンク「かざして募金」
ソフトバンクの「かざして募金」の仕組みを利用し、カード決済や携帯電話料金と一緒に寄付をすることができ、領収書も発行可能です。
ソフトバンク以外の携帯の方もご利用いただけます。ぎふハチドリ基金ホームページをご覧ください。
☆募金箱 設置場所はホームページでご確認ください。
☆寄付つきランチ、寄付つき商品の購入 詳しくはホームページまたは事務局にお問合せください。
☆クリックで支援 ㈱グッドゥが運営するクリック募金の仕組みに参加しています。 毎日、クリックで応援することによりポイントがたまり、
ポイント数に応じて、寄付金が入ります。ぎふハチドリ基金のホームページの専用バナーからサイトに入ってください。
☆そのほか、物品の寄付、広報協力など、いろいろな支援を求めています。ぜひお力をお貸しください。

http://gifunpo-fund.org
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