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New 学術・文化・芸術・スポーツ お金をまわそう基金助成事業 お金をまわそう基金 2019.09.20 https://okane-kikin.org/subsidy-request

New 子ども  子供の未来応援基金 第4回未来応援ネットワーク事業 独立行政法人 福祉医療機構（WAM）／子供の未来応援基金 2019.09.20 https://fields.canpan.info/grant/detail/981

New 環境保全 2020年度「地域愛鳥活動助成部門」 サントリー世界愛鳥基金 2019.09.30 http://www.koueki-suntory-aityou.jp/bosyuu/index.html

New 学術・文化・芸術・スポーツ スミセイ コミュニティスポーツ推進助成プログラム 公益財団法人 住友生命健康財団 2019.10.04 http://www.skzaidan.or.jp/

New NPO支援 2019年度　社会福祉事業　NPO基盤強化資金助成「認定ＮＰＯ法人取得資金助成」 公益財団法人 損保ジャパン日本興亜福祉財団 2019.10.11 https://www.sjnkwf.org/jyosei/nintei-npo.html

New 保健・医療・福祉 2019年度　社会福祉事業　NPO基盤強化資金助成「組織および事業活動の強化資金助成」 公益財団法人 損保ジャパン日本興亜福祉財団 2019.10.11 https://www.sjnkwf.org/jyosei/kibankyouka.html

New 環境保全 花王・みんなの森づくり活動助成 公益財団法人 都市緑化機構 2019.10.14 https://urbangreen.or.jp/info-grant/kao/minmori2019_boshu

New 地域安全 2020年度安全事業に関する助成の募集 公益財団法人 日工組社会安全研究財団 2019.10.15 https://www.syaanken.or.jp/

New 環境保全 TOTO水環境基金 株式会社 TOTO株式会社 2019.10.18 https://jp.toto.com/company/csr/environment/mizukikin/group/index.htm

New 環境保全 第30回コメリ緑資金　助成 公益財団法人 コメリ緑育成財団 2019.10.31 http://www.komeri-midori.org/koubo/guide.html

New 学術・文化・芸術・スポーツ 2020年度助成（地域文化の振興） 公益財団法人 三菱UFJ信託地域文化財団 2019.11.30 http://www.mut-tiikibunkazaidan.or.jp/

New 地域安全 2019年度　暴力団排除事業に関する助成 公益財団法人 日工組社会安全研究財団 2020.03.31 https://www.syaanken.or.jp/

New 災害救援  公益財団法人 日工組社会安全研究財団 募集中 https://www.syaanken.or.jp/

New 学術・文化・芸術・スポーツ 2021 芸術・文化による社会創造ファンド 公益財団法人 企業メセナ協議会 募集中 https://culfun.mecenat.or.jp/collect/2021artsfund/point.html

2019.08.15 子ども 令和元年度（第2回）子ども支援活動助成 公益財団法人 大和証券福祉財団 2019.09.15 http://www.daiwa-grp.jp/dsf/grant/outline4.html

2019.08.15 保健・医療・福祉 令和元年度（第26回）ボランティア活動助成 公益財団法人 大和証券福祉財団 2019.09.15 http://www.daiwa-grp.jp/dsf/grant/outline.html

2019.08.15 子ども 重い病気を抱える子どもたちの学び支援活動助成（2019年度） ベネッセこども基金 2019.09.25 https://benesse-kodomokikin.or.jp/subsidy/learningopp_2.html

2019.08.15 子ども 2019年度　子どもたち”こころを育む活動” 公益財団法人 パナソニック教育財団 2019.09.27 http://www.kokoro-forum.jp/project_kokoro/

2019.08.15 学術・文化・芸術・スポーツ 2020年度 日本万国博覧会記念基金（ＥＸＰＯ‘７０ ＦＵＮＤ） 公益財団法人 関西・大阪21世紀協会 2019.09.30 http://www.osaka21.or.jp/jecfund/information/

2019.08.15 環境保全 TOYO TIRE グループ環境保護基金　2020年 公益財団法人 日本フィランソロピー協会 2019.09.30 https://www.philanthropy.or.jp/toyotires/

2019.08.15 まちづくり 2019年度地域生活研究所一般研究助成事業 一般財団法人 地域生活研究所 2019.09.30 http://www.chiikiseikatsu.org/kkjs.html

2019.08.15 保健・医療・福祉 第17回読売福祉文化賞 社会福祉法人 読売光と愛の事業団 2019.09.30 https://www.yomiuri-hikari.or.jp/report/17.html

2019.08.15 学術・文化・芸術・スポーツ 2021 芸術・文化による社会創造ファンド 公益財団法人 企業メセナ協議会 2019.10.21 https://culfun.mecenat.or.jp/collect/2021artsfund/point.html

2019.08.15 学術・文化・芸術・スポーツ 助成認定制度 公益財団法人 企業メセナ協議会 2019.10.21 https://culfun.mecenat.or.jp/collect/grant/point.html

2019.08.15 まちづくり 2020年度 アートによる地域振興助成 公益財団法人 福武財団 2019.10.31 https://fukutake-foundation.jp/subsidy/art_index

2019.08.15 学術・文化・芸術・スポーツ 令和2年度 美術に関する国際交流助成 公益財団法人 ポーラ美術振興財団 2019.11.12 http://www.pola-art-foundation.jp/grants/index.html

2019.08.15 保健・医療・福祉 障がい者福祉助成金 公益財団法人 ヤマト福祉財団 2019.11.30 https://www.yamato-fukushi.jp/works/subsidy/

2019.08.01 子ども つなぐいのち基金助成金 （2019年度対象事業 つなぐ助成　後期） 公益財団法人 つなぐいのち基金 2019.09.02 http://tsunagu-inochi.org/notice/application-for-grants/

2019.08.01 子ども 第13回未来を強くする子育てプロジェクト 住友生命保険相互会社 2019.09.06 http://www.sumitomolife.co.jp/about/csr/community/mirai_child/

2019.08.01 まちづくり 令和２年度 「花博自然環境助成」事業の公募 公益財団法人 国際花と緑の博覧会記念協会 2019.09.13 https://www.expo-cosmos.or.jp/main/zyosei/invitation_02.html

2019.08.01 まちづくり 2019年度 国内助成プログラム 公益財団法人 トヨタ財団 2019.09.30 http://www.toyotafound.or.jp/community/2019/

2019.08.01 環境保全 第22回日本水大賞の募集開始 ～水に関わるみなさんの活動を表彰～ 国土交通省 2019.10.31 http://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo03_hh_000984.html

2019.08.01 環境保全 2019年度　藤本倫子こども環境活動助成基金 公益財団法人 日本環境協会 2020.01.31 https://www.jeas.or.jp/activ/prom_01_00.html

2019.07.15 まちづくり JTB交流創造賞 株式会社 ジェイティービー（JTB) 2019.09.30 https://www.jtb.co.jp/chiikikoryu/koryusouzousho/obo/index.asp

2019.07.15 保健・医療・福祉 Ｆｏｒ　Ｃｈｉｌｄｒｅｎ 公益財団法人 公益推進協会  2019.09.30 https://kosuikyo.com/

2019.07.15 学術・文化・芸術・スポーツ 芸術活動への助成 公益財団法人 朝日新聞文化財団 2019.11.28 https://www.asahizaidan.or.jp/grant/grant01.html
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2019.07.01 すべて対象 「第３回　日経ソーシャルビジネスコンテスト」 日本経済新聞社 2019.09.02 https://social.nikkei.co.jp/about.html

2019.07.01 保健・医療・福祉 医療貢献活動助成 公益財団法人 テルモ生命科学芸術財団 2019.09.30 https://www.terumozaidan.or.jp/support/application/medicine.html

2019.07.01 保健・医療・福祉 がん患者団体助成（２０２０年度助成） 公益財団法人 正力厚生会 2019.10.04 https://shourikikouseikai.or.jp/works/kanja/doc.html

2019.06.15 保健・医療・福祉 2019年度　森村豊明会助成金（後期） 公益財団法人 森村豊明会 2019.12.12 http://morimura-houmeikai.jp/

2019.05.15 まちづくり 公園・夢プラン大賞 一般財団法人 公園財団 2019.09.30 https://yumeplan.prfj.or.jp/

2019.05.15 災害救援 障害者市民防災活動助成 特定非営利活動法人 ゆめ風基金 随時 https://yumekazek.com/fund/fund.html

2019.04.15 子ども 未来のつばさ　プロジェクト支援事業2019 公益財団法人 楽天　未来のつばさ 2019.10.31 https://mirainotsubasa.or.jp/institution/

2018.12.15 環境保全 大竹財団助成金 一般財団法人 大竹財団 随時 https://ohdake-foundation.org

2018.12.15 まちづくり 平成30年度「クラウドファンディング型まちづくりファンド」に係る募集 一般財団法人 民間都市開発推進機構 随時 http://www.minto.or.jp/products/fund_rec.html

2018.07.15 保健・医療・福祉 平成31年度　施設整備等助成 公益財団法人 中央競馬馬主社会福祉財団 募集中 http://www.jra-umanushi-hukushi.or.jp/31-jyosei-2

2018.07.15 保健・医療・福祉 公益財団法人信頼資本財団　共感助成 公益財団法人 信頼資本財団 随時 http://shinrai.or.jp/subsidy/subsidy-request/

2018.03.01 保健・医療・福祉 平成30年度　助成金（福祉、医療、教育、芸術） 一般財団法人 日本メイスン財団 随時 http://www.masonicfoundation.or.jp/guidance.html

2017.11.01 子ども 堺市子ども食堂開設支援補助金 社会福祉法人 堺市社会福祉協議会　地域福祉課 随時 http://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/hughug/mokuteki/kosodate/hiroba/shokudou/hojokin_kodomosyokudo.html

2017.05.16 活動支援 Techsoupjapanソフトウエア寄贈プログラム 認定特定非営利活動法人 日本NPOセンター 随時 https://www.techsoupjapan.org/
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