
寄付月間2018公式認定企画一覧

番号 主催団体名 企画名称 企画の趣旨・概要 実施期間 実施場所

1

千葉県富里市

ちい寄附～地域のために小さ

な寄附から～

「ちい寄附」とは、日ごろの購入・消費活動を通して、市民の方が気軽に公益的な活動を応
援でき、まちづくりに参加できる仕組みです。市内の協力店舗で「寄附箱への寄附金」と
「ちい寄附メニューの提供」での対象商品購入額の一部が、富里市の「ふるさと応援寄附
金」へ寄附される 12月1日～ 富里市内の協力店舗

2 東日本大震災復興支援ラン
実行委員会

第１２回《東日本大震災復興

支援ラン》品川・大井スポー

ツの森大会 チャリティマラソン大会 12月9日 東京都

3
コモンズ投信株式会社

第10回コモンズ社会起業家

フォーラム
社会起業家応援イベント　イベント内では寄付先の授与式もありと、個人投資家と社会起業
家など様々なセクターの対話の場。寄付や支援に対しても参加者に考えてもらえる内容。 12月14日 東京　文京学院大学

4
NPO法人CANPANセンター

キフカッション・コレクショ

ン
これまでに行われてきた「キフカッション（寄付＋ディスカッション）」の事例をもとに、
参加者同士が寄付について考えるサロン 8月14日 東京都

5
NPO法人CANPANセンター

ファンドレイジング・スー

パースター列伝

時代を問わず、国内外の寄付の事例を調べて、実際の活動家（ファンドレイザー）を発掘
し、ウェブ上で記事を毎日発信していくプロジェクト。

2018年1年間

全国の事例を紹介、Webでの

展開

6
NPO法人CANPANセンター

チャリティ・スポーツイベン

トをテーマにした勉強会
スポーツ、チャリティ、寄付について学び、日本におけるチャリティ・スポーツイベントの
可能性を探る勉強会。 2018年9月 東京都

7

NPO法人CANPANセンター

NPOのための弁護士ネット

ワーク×CANPANセミナー

「クラウドファンディング」 法律的な視点から見たクラウドファンディングの活用のセミナー。 2018年9月 東京都

8
ヤフー株式会社

寄付月間「To SMILE, Be

HAPPY 2018」
チャリティーサンタ、こども食堂と連携したクリスマス企画。子どもたちへのサプライズや
プレゼント企画。 12/1～3/13 支援先は西日本の予定

9
Derek D. Fraser and friends

in Canada KIFUcussion in カナダ
寄付金付きドリンクを飲みながら、「キフカッション（寄付＋ディスカッション）」を飲み
ながら行う。カナダにて開催。 12月中 カナダ

10
ファンドレイジングスクー

ル３期生有志 「寄付落語」 寄付に関する喜怒哀楽を落語で表現する。 12月中 東京都内

11

NPO法人CANPANセンター

佐賀の事例からコレクティブ

インパクトや寄付を学ぶセミ

ナー

佐賀県での行政とNPO、NGOなどの連携した地域課題解決の取り組みを共有するせみなー。その

取り組みの中でふるさと納税やNPOへの寄付など、寄付がどのように役立てられているかについて
も触れる。 2018年9月 東京都

12
愛知県

寄附のゼミナールinあいち

2018
若い世代の寄附意識醸成を図ることを目的に、県立高校で実施するにおいて寄附を通じた社
会貢献を考える特別授業。

平成30年10月～11

月 愛知県

13
東京工業大学

卒業した留学生とつながろう

キャンペーン 12月に行われるフィリピン蔵前会（同窓会）での募金活動を総会にて紹介する。 2018年12月 日本を含む10か国・地域

14 NPO法人CANPANセンター 寄付者が寄付について語る会 寄付をしたことについて、自分の寄付について、寄付者が自由に語り合えるサロン。 2018年11月 東京都

15
NPO法人CANPANセンター イベント「キフカッション」

寄付について気軽にディスカッションを行い、寄付に関する様々な情報を共有する「キフカッション」
（寄付＋ディスカッション） 2018年12月 東京都

16
NPO法人CANPANセンター

キフカッションを開催しよ

う！プロジェクト
寄付について気軽にディスカッションを行い、寄付に関する様々な情報を共有する「キフカッション」
（寄付＋ディスカッション）を誰でも開催できるようにツールやノウハウを公開する。 2018年11月～12月 全国各地

17
NPO法人 LOOB JAPAN

カレンダー募金でフィリピン

の教育支援を フィリピンの子ども達の様々な表情を写したカレンダーをご寄付者に提供。

2018年11月～2019

年1月 全国キャンペーン

18

京都市市民活動総合セン

ター（指定管理者：特定非

営利活動法人 きょうとNPO

センター）

市民活動支援クリスマス・

チャリティ・コンサート

音楽を媒介に、これまで市民活動に接する機会のなかった方々にも、市民による様々な取り組みを
紹介し、活動団体への寄付を募ります。募った寄付は、市民活動を応援する新しい仕組みの事業
「市縁堂」の基金として役立てる 2018年12月15日

ひと・まち交流館京都 2階 大

会議室

19
一食一善プロジェクト実行

委員会 一食一善プロジェクト2018

八幡浜で活動している地域活動団体（NPO法人含む）を「食べる寄付」を通じて応援するプ

ロジェクトです。

平成30年12月1日〜

平成31日2月28日 八幡浜市

20 ふくしまこども食堂ネット

ワーク

食べることで子どもを支援！

ふくしまこども食堂チャリ

ティランチ

参加費の一部が福島県内で活動している14か所の子ども食堂への寄付につながるチャリティ
ランチ企画。会場では、実際に子ども達に提供している食事を囲むことで、子ども食堂の雰
囲気を体験しつつ、福島の子ども食堂の実施状況や、各地の様子なども伝えていく。 2018年12月中

福島県内2か所（郡山市と会津

若松市を予定）

21

株式会社ファンドレックス

「社会を変える30人」日めく

りカレンダー 「社会を変える30人」の寄付に関する名言、格言など日めくりカレンダー制作 2018.12.1-31

全国へ希望者に公募+寄付月

間公式企画の際に当社社員か

ら贈呈、など接点を創り出し

たい

22
ファンドレイジングスクー

ル3期生有志

忘年会with チャリティKIFU落

語 by 春風亭昇吉 落語家による寄付の意義を創作落語にして披露をまじえながら、寄付談義を楽しむ忘年会。

2018年12月8日

（土）17:00-19:00

東京大学構内のバー「アブル

ボア」

23 株式会社碧嘉（ピッカ）

ジャパン

編みものと寄付で世界とつな

がる～ふわふわニットカフェ

～
ペルーの働く女性の現状やストーリーを知り、寄付を通じて世界とつながれるニッティング
カフェ。 2018年10月～ 芝浦ハウス１Fカフェ

24

株式会社バリューブックス

FUREFURE BOOKS presents

僕たちなりの上田で支え合う

を考える会

（株）バリューブックスの運営するブックカフェNABOでは店頭で本の寄付の募り、販売金

額の70%ないし査定金額の100%を上田市の近隣NPOに寄付するプロジェクト

FUREFUREBOOKSの1年間の活動報告とより幅広い客層への認知活動を目的としてイベン
トを開催する。 12月1日 長野県上田市

25
あさひかわ遺贈寄付フォー

ラム実行委員会

あさひかわ遺贈寄付フォーラ

ム
遺贈寄付の基礎知識や事例等を学ぶフォーラム。

2018/11/23 旭川市

26
一般社団法人バックナイン

ソーシャルプロジェクト

第6回BACK9チャリティーゴ

ルフコンペ 楽しく寄付！寄付を身近にするためのチャリティゴルフコンペ 12月1日 千葉県

27
一般社団法人 生き方のデザ

イン研究所

寄付の教室＠糸島市立加布里

小学校
子どもたちが社会課題を知り、自らの価値観で社会的な活動を応援する寄付の楽しさを学べ
る、社会貢献教育プログラム「寄付の教室」を同校にて開催。 12月5日 糸島市立加布里小学校

28 一般社団法人 全国レガシー

ギフト協会 NPO向け遺贈寄付研修

遺贈寄付を受けるために必要な基本的知識を、専門家による講義や士業専門家との合同ディ
スカッションを通して学ぶセミナー。

10月22日

国立オリンピック記念青少年

総合センター　センター棟 3

階 309

29 一般社団法人 全国レガシー

ギフト協会 遺贈寄付アドバイザー研修
遺贈寄付の実務を行う際に必要となる知識を、ケーススタディやNPOの実務者との交流も交
えながら実施するセミナー。 10月22日

国立オリンピック記念青少年

総合センター センター棟 4階

405

30
コモンズ投信株式会社

こどもトラストセミナー「寄

付の教室」2018

自らの価値観で応援先を選ぶことの大切さ・楽しさを通して、自分が社会の 一員であるこ
とを学ぶことができる体験型ワークショップ。 2018年12月16日

民間学童保育ウィズダムアカ

デミー恵比寿校（東京）

31

認定NPO法人ACE

【ACEビジョナリーリーダー

ズクラブ】第3回 サステイナ

ブルなお金とソーシャルな投

資が生むイノベーション
「サステイナブルなお金とソーシャルな投資が生むイノベーション」をテーマに、寄付の意
義やSDGs時代の経営・経営者の在り方を聞くトークセッション。 2018年10月10日 東京都

32
ＮＰＯ／ＮＧＯ関係の人飲

み会 チャリティゲーム大会
ゲームを通して楽しみながら寄付を考える企画。参加費の一部を寄付とし、寄付先は、当日
の企画の中で提案と選考を行う。 2018年12月14日 都内（会場未定）

33
株式会社LIFULL Social

Funding
継続的寄付者増加のためのセ
ミナー

継続的に寄付者が増加していくためのノウハウ、クラウドファンディングを用いた成功事例
等を共有するセミナー 11月～12月 東京都

34
株式会社LIFULL Social

Funding 寄付月間キャンペーン
12月にクラウドファンディング「ジャパンギビング」の手数料を割引し、プロジェクトの立
ち上げしやすくし、より多くの寄付を募ることができるキャンペーン 12月 全国キャンペーン

35 公益財団法人ふじのくに未

来財団

団体支援キャンペーン　「寄

付で夢をかなえよう」

地域課題解決に取り組む団体自らが内容と目標を掲げ、寄付集めにチャレンジしながら、寄
付集めのツール提供や広報、アドバイス等の支援を受けられるプロジェクト応援キャンペー
ン。

2018年10月～2019

年3月末 静岡県内

36 BLPネットワーク、NPOの

ための弁護士ネットワーク

KIFU BAR × Probono &

Giving Night 2019

弁護士のプロボノを推進する２団体が昨年初めて開催したプロボノと寄付の体験イベント
Probono & Giving Nightを”飲めば飲むだけ寄付になるスタンディングバー”KIFU BARとコラ
ボして、弁護士だけでなく誰でも参加できるプロボノと寄付の啓発イベントとして開催 2018年11月30日 東京都

37 日本ファンドレイジング協

会アートチャプター

アートとファンディングを考

える～ワークショップ＆ワー

ルドカフェ版～
アート分野でのファンドレイジングを学ぶセミナー。参加者交流のワークショップやワール
ドカフェも実施。 2018年11月17日 日本財団ビル2階/8階　会議室



38
認定NPO法人 日本ファンド

レイジング協会

遺贈寄付ハンドブック 改訂版

発行 遺贈寄付の基本知識をQ&A形式で分かりやすく解説したハンドブック改訂版の発行。 2018年10月1日以降

オンライン上および全国の取

り扱い書店

39
公益財団法人ボーイスカウ

ト日本連盟

第22回全国スカウトフォーラ

ム

スカウト運動の原点である「スカウトたちの声に耳を傾け、その意見をスカウト運動に反映
させていくこと」を実践し、「青少年の意思決定への参画」を推進していくために、寄付や
社会貢献活動についても触れられるフォーラム。 12月22日～24日

国立オリンピック記念青少年

総合センター（東京都渋谷区

代々木神園町3-1）および全国

各地

40
一般財団法人ふくしま百年

基金

ふくしま百年シンポジウム

2018「社会的資金最前線！こ

れからの地域活動を支える新

しい資金を考える」
ふくしまの復興・地域課題解決を担うNPO等地域活動団体を下支えするため、寄付などの新
しい社会的資金について考えるシンポジウム。 12月15日 福島県

41
公益財団法人ボーイスカウ

ト日本連盟 全国募金箱コンテスト 全国のさまざまな募金箱を画像で応募してもらうコンテスト開催。 12/1～12/31 全国キャンペーン

42
公益財団法人ボーイスカウ

ト日本連盟 全国募金箱キャンペーン調査
寄付月間の開催期間である12月中にどれぐらいの募金箱が街中に出ているのかを全国規模で
調査する。 12/1～12/31 全国キャンペーン

43 特定非営利活動法人
Synapse40

2018年誰もやらない「子ども

駄菓子屋プロジェクト」

子どもの育っている環境を知り，地域の子どもを地域が育てかかわるには何が必要か考える
場とし、 「子ども駄菓子屋プロジェクト」寄附行為をとおして当団体のミッションの一つ
である市民性を醸成する機会とする 7月～12月 「宮城県」

44

熊本市、熊本市市民活動支

援センター・あいぽーと

（賛同パートナー：熊本市

市民公益活動支援基金（く

まもと・わくわく基金））

くまもと・わくわく基金交流

会「縁-up！くまもと2018」 寄附を通した社会貢献と寄附による助成事業を紹介する。 12月6日

熊本市市民活動支援セン

ター・あいぽーと　イベント

コーナー

45
公益社団法人　日本フィラ

ンソロピー協会 第3回　寄付川柳 日本の寄付文化を醸成することを目的に、寄付を題材とした川柳コンクールを企画。 11月1日～1月15日 全国キャンペーン

46
公益社団法人　日本フィラ

ンソロピー協会

チャリティーリレーマラソン

東京2018　使途報告会
東京の中学生が行った募金活動や、企業内の社内募金で集まったお金により実施した東北、
熊本の被災地で実施した中学生の復興支援活動の報告会。 12月16日

東京都内、宮城県仙台市内、

熊本県高森町

47

NPO法人CANPANセンター

スポーツとチャリティ勉強会

～オーストラリアの事例から

学ぶ～ スポーツとチャリティの先進国の一つでもあるオーストラリアの事例を共有するセミナー。 12月 東京都

48
NPO法人CANPANセンター

キフカッション～みんなで寄

付について語ろう～
寄付について気軽にディスカッションを行い、寄付に関する様々な情報を共有する「キフ
カッション」（寄付＋ディスカッション） 12月 東京都

49 とちぎコミュニティ基金/サ

ンタdeラン実行委員会

第３回子どもの貧困撃退チャ

リティーサンタdeラン＆

ウォーク
栃木県内で子どもの貧困問題に取り組むＮＰＯ団体の合同企画としてチャリティラン＆
ウォークを開催する。 12月22日 栃木県宇都宮市

50

①公益財団法人おおいた共

創基金　②特定非営利法人

おおいたＮＰＯデザインセ

ンター　③特定非営利法人

地域ひとネット

『おおいたＮＰＯ応援フェ

ア』～よりよい「社会」をめ

ざして～

「非営利組織のための「第三者組織評価」制度説明会inOITA」「ＮＰＯ法施行２０周年記念

フォーラムinおおいた」「街頭募金キャンペーン」の3企画を12月中に1つのフェアとして実
施する。 12月8日、12月15日 大分市

51 一般財団法人全日本大学

サッカー連盟 来場者数寄付企画

12月に主催する全国大会において、来場者1名につき10円の寄付を行う。直接金銭的な寄付
を行うのではなく、試合に行くことが寄付につながり、より多くの方に様々な形の社会貢献
があり、関わっているということを認識してもらうことを目的とする。

12/1~5、12/12~22

で開催される大会 東北及び関東

52
一般財団法人全日本大学

サッカー連盟 ONE GOAL ONE COIN

主催する全国大会においてONE GOAL （1ゴール）につきONE COIN（500円）を連盟より
寄付する企画。ただし、イエローカード・レッドカードをもらった場合は寄付総額よりマイ
ナスし、カードが出なかった試合は1000円寄付する。フェアプレーが世界の子どもたちへ
の支援になることで、サッカーに関わるすべての関係者の意識の向上を目的としている。

12/1~5、12/12~22

の大会において 東北及び関東

53 NPO法人　岡山NPOセン

ター

平成30年7月西日本豪雨災害
における資金・資源支援のこ
れまでとこれからについて

平成30年7月西日本豪雨災害での、その中で物資による寄付や支援金寄付、クラウドファン
ディングなどの多くの支援のの振り返りと今後の中長期における寄付などの資金支援につい
て考える機会とする。 12月 岡山県

54
＃Donations for the future

What does donations means

to you?
ニューオリンズの大学で学ぶ大学生や日系進出企業の米人スタッフ等と共に、座談会やイン
タビューを通じて寄付に対する考え方や体験を共有する企画。 12月 米国ニューオリンズ

55
公益財団法人トヨタ財団

チャリボン＠新宿三井ビル

ディング
同財団が入居している新宿三井ビル内で実施。書籍・DVD・CD・ゲームソフト・書き損じ
はがきを回収し買い取り相当額と同額をトヨタ財団がマッチング寄付する。 12月 新宿三井ビルディング

56
銚子円卓会議

2018この指とまれ！プロジェ

クト

事前に登録された市民の自発的な活動（平成３０年度 １１団体）に対して、市内で流通す
る電子地域通貨「すきくるスター」を活用して、市民が自分の意志で自由に寄付できる取り
組み。 継続 銚子市

57
特定非営利活動法人　green

bird subaCO

東京・原宿に、寄付を始めるコミュニティスペース「subaCO」がオープン。店舗内に携帯

電話の充電BOXと、様々な社会貢献課題に取り組む団体の紹介パネルがセットで設置されて
おり、携帯電話を充電すると、その充電代が各団体へ寄付される仕組みとなっている。

常設の施設

渋谷区神宮前6-31-21

subaCO内

58
楽天株式会社

楽天ポイントで子どもの未来

を応援
楽天のインターネット募金「楽天クラッチ募金」にて、子どもの未来を応援するための寄付
キャンペーンを実施。

11月30日～2019年

1月10日 インターネット（全国）

59 国際協力チャプター準備委

員会（仮）

国際協力の寄付を考える～寄

付月間特別企画～
若者の国際協力への興味・関心が薄れる傾向がある中、今の国際協力事業を、関係者が寄付
月間を切り口に考える勉強会。

2018年11月21日

（水）もしくは22

日（木） 東京都

60
神奈川県 寄付の教室 in 神奈川

自らの価値観で応援先を選ぶことの大切さ・楽しさを通して、自分が社会の一員であること
を学ぶことができる体験型ワークショップ。県内のNPOにも協力してもらい、県内の高校生
に寄付の模擬体験を提供する。 平成31年１月 かながわ県民センター

61
公益財団法人ちばのＷＡ地

域づくり基金

「市原の未来を考える円卓会

議～地域課題解決のための、

多様な担い手の連携を目指し

て～」
地域の様々な課題に取り組んでいる方々が、地域の「困りごと」を共有し、対話をしなが
ら、協働して課題の解決に取り組める機会とする。 12月1日 市原市

62
認定NPO法人 日本ファンド

レイジング協会

日本ファンドレイジング協会

10周年記念セミナー「2030年

の寄付とファンドレイジング

を考える」（大阪開催）
2030年までのこれからの約10年の間に起きうる変化の中で「ファンドレイジング」や「寄
付」が担う役割や意義を参加者とともに考えるトークセッション。 11月25日 ドーンセンター（予定）

63
認定NPO法人 日本ファンド

レイジング協会

日本ファンドレイジング協会

10周年記念セミナー「2030年

の寄付とファンドレイジング

を考える」（東京開催）
2030年までのこれからの約10年の間に起きうる変化の中で「ファンドレイジング」や「寄
付」が担う役割や意義を参加者とともに考えるトークセッション。 12月19日 ヤフーLODGE（予定）

64 認定NPO法人 日本ファンド

レイジング協会

日本ファンドレイジング協会

10周年記念パーティー

日本ファンドレイジング協会の設立10周年を記念して、これまでの活動を振り返り、これか

らの「ファンドレイジング」や「寄付」を考え、次の10年に向けた新たなスタートとするイ
ベント。 2019年2月15日 アメリカンクラブ

65

公益財団法人　日本財団

日本財団子どもサポートプロ

ジェクト　クリスマスキャン

ペーン2018
【子どもの貧困支援】及び【難病児支援】の寄付者へクリスマスオーナメントをプレゼント
するキャンペーン 11月1日～12月25日 全国

66
日本財団

歯の妖精 TOOTH FAIRY 個人

寄付キャンペーン
使わなくなったアクセサリー、金歯などの歯科撤去金属など、貴金属の寄付を呼びかける
キャンペーン。

2018 年 12 月 1 日

～31 日 全国

67

日本財団

日本財団遺贈寄付サポートセ
ンター
第3回ゆいごん大賞「ゆいご
ん川柳」募集 遺贈、遺言、相続、終活など、遺言に関する川柳を公募・発表し、遺贈寄付の周知を図る。

12月3日～2019年1

月5日 全国

68
一般社団法人全国レガシー

ギフト協会

遺贈寄付啓発ビデオ・小冊子

制作
遺贈寄付の普及啓発を目的としたビデオとリソース情報がわかりやすく掲載された小冊子を
発行する。

2018年5月～2019

年2月 東京都

69 一般社団法人全国レガシー

ギフト協会

遺贈寄付普及啓発ビデオ・小
冊子お披露目会＆シンポジウ
ム

遺贈寄付普及啓発の目的で制作するビデオや小冊子のお披露目に加え、同時に遺贈寄付啓発
を勧めるシンポジウム。 2019年１～２月頃 東京都



70
一般社団法人全国レガシー

ギフト協会

遺贈寄付相談を受ける人が

知っておきたい大事なこと NPOなどの現場団体向けに行う遺贈寄付のセミナー。 11月21日 福島県

71

NPO法人CANPANセンター

海外のファンドレイジング事

例研究会「We Dayを学

ぶ！」
カナダの中高生の社会貢献マインドを高める音楽フェス「We Day」を題材に、寄付やファ
ンドレイジングについて学びを深めるセミナー。 12月 東京都

72
公益財団法人　かわさき市

民しきん

あとおし2018　ドネーション

パーティー
川崎を素敵にする取組を応援する市民による市民のための寄付パーティー。4団体が実施活
動に対する思いを共有する時間も設けます。 12月15日 川崎市

73

公益財団法人パブリックリ

ソース財団

E-ファンドレイジング・チャ

レンジ2018　～オンライン寄

付サイトGiveOne(ギブワン)

登録団体を寄付月間に応援し

よう！～
オンライン寄付サイトGiveOne（ギブワン）に、12月より新たに登録となった団体と希望す
る既存団体が、集中的にオンライン寄付によるファンドレイジングができるキャンペーン。

12月10日～2019年

1月31日

オンライン寄付サイト

GiveOne（ギブワン）

74

公益財団法人パブリックリ

ソース財団

「チャンピオン・オブ・チェ
ンジ」日本大賞表彰式　～女
性の力で誰もが安心して暮ら
せる豊かな社会を～　－地道
に活動を続けてきた、NPOや
社会貢献に携わる女性リー
ダーを表彰します

社会貢献活動で成果をあげた受賞者の志、知恵やアイデアをより多くの女性と共有し、 後
につなぎ、より良い社会を築くための社会貢献活動の意義と喜びを広める事を目指す企画 11月12日

【対象】日本国内　【表彰

式】東京都

75
東京大学社会連携本部渉外

部門

学内交流会「東大 Powered

By KIFU」
東京大学の運動部や文化系課外活動団体の関係者が集い、学内ファンドレイザーとの交流を
通じて寄付に関する知見を深める交流会。 12月7日 東京大学構内「福武ホール」

76
日本郵便株式会社

年賀寄附金による社会貢献事

業
寄附金が付加された年賀はがきや年賀切手を販売し、お預かりした寄附金を原資に、社会貢献活
動を行う団体に対して助成を行う

2018年11月1日～

2019年1月11日 全国

77

　一般財団法人くまもと未

来創造基金

おもやいアワード「みんなで

つくろう未来―欲しい未来を

熊本へ」

熊本地震後、活発に活動始めた市民活動や災害支援活動から高まった寄付に関する県民の意

識をさらに高め、今後迎える課題社会の課題解決に向けて、県民一人ひとりが自分たちで解

決する仕組み作りやお金の使い方で自分たちの未来を作っていけることに気づいてもらうこ

と、サポートをする団体として設立した「くまもと未来創造基金」について広く知ってもら

うことで、応援する賛同者を募り、共に未来を作る仲間を増やすことを目的として開催 12月16日 「熊本市」

78

NGO Diversity cafe

「D&I study group」 及び

「褒めカフェ」

「D&I study group」はどうしたら多様性が需要されるか、あらゆる社会的カテゴリー(ジェ

ンダー、LGBTなど）から考える勉強会。「褒めカフェ」はカテゴリーではなく、目の前の
初めて会う「人」を「人」として尊重して、相手の大事な話を大事に思っているとどうした
ら伝わるか、インクルーシブなコミュニケーションを考え、学ぶ場。開催時は、寄付につい
ても話題設定をする。

2018年11月以降毎

月1回

東京都　主に新宿にある

「Buncafe」の場所を借りて

開催

79

「ハタチ基金」チャリ

ティーコンサート実行委員

会
「ハタチ基金」チャリティー
コンサート2018 音楽を通して「ハタチ基金」の活動理解と寄付を呼び掛けるチャリティーコンサート。 12月15日

東京都港区恵比寿（アートカ

フェフレンズ）

80
クリスマスマーケット熊本

実行委員会

クリスマスマーケット熊本

2018 熊本市中央区でのクリスマスマーケットの企画・開催。 12月5日～12月9日 熊本市中央区

81 リージャスグループ（日本

リージャス）

Regusチャリティ2018-2019

オフィス、家にある使わない

物を寄付しよう！
Regusのレンタルオフィス、コワーキングスペース全国130拠点で、施設利用者、社員、出
入り業者など、全ての関係者が参加できるよう、古物回収キャンペーンを実施。

2018年12月ー翌年1

月末を予定 全国

82 公益財団法人佐賀未来創造

基金

佐賀「こどもの未来応援」地

域円卓会議
佐賀県20市町それぞれで「地域の子ども」について考える機運をつくることを目的に、佐賀
県内において「子どもが歩いて行ける居場所」の設置の支援について考える機会とする。 11月20日 佐賀県

83

佐賀県 県民協働課（委託

先：公益財団法人佐賀未来

創造基金）

社会的課題解決セミナー

「SDGs for School　未来を

つくる人になろう」
「『SDGs×市民活動』で、佐賀を変える、佐賀から世界を変える」をテーマに社会的課題
の解決の糸口を掴むセミナー。 10月22日 佐賀県

84

ポッカサッポロ フード&ビ

バレッジ株式会社／認定

NPO法人 日本ファンドレイ

ジング協会 寄付型自販機ツアー
恵比寿駅周辺のポッカサッポロ社製の寄付ができる自動販売機をめぐる担当者の解説付きの
ツアー企画。 12月16日

恵比寿駅周辺、恵比寿ガーデ

ンプレイス

85
公益財団法人パブリックリ

ソース財団

「乾杯・ごちそう・ありがと

う チャリティ in 神楽坂」～

私の楽しさが誰かの笑顔を支

える～

神楽坂商店街の本キャンペーン参加店舗の提供する”乾杯・ごちそう・ありがとうチャリ

ティ”の対象商品を購入すると、販売代金の一部が寄付となるチャリティイベント。 12月1日～31日 神楽坂商店街（東京都）

86 第28回香川県ボランティ

ア・NPO交流集会実行委員

会

第28回香川県ボランティア・

NPO交流集会～地域共生社

会・地域経済の維持を実現す

る「地域力」回復のための団

体連携を考える～
「地域経済の維持」や「地域共生社会」など、地域力の向上に向けた取組みを具体的に作り
上げるためのきっかけづくりを目的とした交流会 12月16日 高松商工会議所(予定)

87
パーソルキャリア株式会社

「はたらく」に関する社会課

題を知る・行動する

「はたらく」の社会課題解決に向けた取り組みを行っている認定NPO法人育て上げネット・
株式会社キズキ両団体の代表と弊社役員とのインタビュー記事を通じて社員に対して「はた
らく」の社会課題を知ってもらう取り組みを実施。 12月中 東京都弊社内

88
公益財団法人とっとり県民

活動活性化センター

とっとりカンパイチャリ

ティー
鳥取県内の飲食店等で設定したチャリティーメニューの売上の一部を、地域課題の改善や解
決に取組む団体に寄付する取組み。実施後、寄付金額が確定次第、贈呈式を開催予定。 12月1日～12月31日

鳥取県内（主には鳥取市、倉

吉市、米子市）

89

シズオカオーケストラ

グリーンドリンクス静岡

Vol.39 「寄付、はじめの一

歩！」 ドリンクを片手に参加者同士で寄付について知り、考え語る交流会。 12月7日 静岡県静岡市

90
一般社団法人全国コミュニ

ティ財団協会

【遺贈寄付アドバイザー研修

税務編】
税理士の方々がクライアントからの遺贈寄付の相談に対応できるよう、遺贈寄付を実施する
ために認識しておくべき内容に関する研修。 11月13日

CIVI北梅田研修センター　(〒

530-0012　大阪市北区芝田2

丁目7番18号 オーエックス梅

田ビル新館5F)

91
一般社団法人全国コミュニ

ティ財団協会

【遺贈寄付アドバイザー研修

法務編】
弁護士・司法書士の方々がクライアントからの遺贈寄付の相談に対応できるよう、遺贈寄付
を実施するために認識しておくべき内容に関する研修。 11月13日

CIVI北梅田研修センター　(〒

530-0012　大阪市北区芝田2

丁目7番18号 オーエックス梅

田ビル新館5F)

92
公益財団法人あすのば

子どもの貧困対策全国47都道

府県キャラバンin佐賀
本事業は、多くの方々が子どもの貧困対策への理解を深め、より充実した民間や自治体の支
援体制を構築するきっかけと場づくりを通したつながりをつくるプロジェクト。 12月9日 佐賀県

93 日本ファンドレイジング協

会北海道チャプター

セミナー「ふるさと納税を地

域社会活動に・佐賀県の先進

例」
佐賀県での実践事例をもとに、北海道地域の社会的活動でふるさと納税が活用されていくよ
うになることを目的としたセミナー。 10月27日 札幌市　市民活動プラザ星園

94

株式会社STYZ

# フレンドレイジンング －

NPOのための、仲間集めと資

金集め －
NPOが社会課題の解決や、新しい価値の創造に必要な「仲間集め」と「資金集め」を応援す
る交流を中心としたイベントです。 11月8日

EIJI PRESS Lab（ピトレスク

ビル 5F）

95
ながさき県民ボランティア

活動支援センター

地域力・協働力・支援力研修

2018 in長崎
「地域力」「協働力」「支援力」3つのテーマで、協働のしくみから中間支援に必要な力ま
でを網羅し、一歩踏み込んだ「地域づくり支援」を学ぶセミナー。

12月16日～12月17

日 長崎県

96 「寄付月間＠日本大通」実
行委員会

寄付でつなぐ　未来へのバト
ン

「パパズ's絵本ライブ」「気になる楽器体験」「全力失敗教室」「漢字王決定戦」など、気
になる企画に自由に参加できるイベント。参加チケットを購入し、応援したい活動、団体に
一票をいただきます。 2018年12月8,9日 「横浜市」

97 株式会社ジャックアンド

ビーンズ KIFU BAR

生活者とNPO法人の交流の場を生み出し、社会貢献性のあるNPO法人の啓蒙活動と寄付活

動を同時に行うことを目的とした、新しい社会貢献の形の”飲めば飲むだけ寄付になるスタ
ンディングバー

12月3日

12月10日

東京都港区赤坂3-21-14 TS共

和六番館 5F-C　Fiore赤坂

98 公益財団法人ちばのＷＡ地

域づくり基金

つたえる、つながる、シェア

会議～地域社会の課題解決の

ためにできること～

市民からの寄付をはじめとする資源（人、もの、知恵、情報）を持ち寄り、地域社会の課題
を解決するために、現在寄付募集をしているプロジェクトを紹介し、参加者が応援先を選べ
る場。 12月15日 ホテルメイプルイン幕張

99
認定NPO法人 日本ファンド

レイジング協会 寄付の教室＠神戸市
子どもたちが社会課題を知り、自らの価値観で社会的な活動を応援する寄付の楽しさを学べる、社
会貢献教育プログラム「寄付の教室」を同校にて開催。 12月5日 甲南女子高等学校

100
認定NPO法人 日本ファンド

レイジング協会

ソーシャルリーダーシップ

オータムキャンプ

2日間に渡って、寄付の教室をはじめとする社会貢献教育プログラムを体験しながら、社会

課題の解決に向けた学生のリーダーシップを高めていく2日間のプログラム 11月17日、18日 岡山



101 公益財団法人とっとり県民

活動活性化センター
寄付月間にキフクリエーター
と過ごす一日

キフクリエーターであるNPO法人CANPANセンター代表理事である山田奏久氏をお招きし
て、鳥取県内の非営利団体が地域で果たすべき責任・役割りを再確認し、より一層の成長を
目指すきっかけとするセミナー 12月15日 鳥取県米子市

102
日本ファンドレイジング協

会中国チャプター 寄付白書を読む会 寄付白書を読みながら、寄付の重要さを学ぶ読書会 11月3日

山口県及び中国エリア（スカ

イプ活用）

103
Gochiso株式会社 寄付＋食＝キフード！

食事をするだけで寄付を行うことができることについてワークショップなどを通じて、参加
者で意見交換をしながら、「食事から行える寄付」について知る機会とする。 12月 大阪、東京

104
NPOのための弁護士ネット

ワーク 未定
非営利団体に対する遺贈、相続財産の寄付に関心を高めるきっかけづくりのイベントを開催
する。 12月1日～12月31日

未定（当ネットワークのメン

バーの事務所を予定）

105 （公財）みんなでつくる財

団おかやま

「お年玉もらったら何につか

う？　お金と寄付について考

えてみよう！」
子どもたち向けに「お金とは何か」、「寄付とは何か」を考えるワークショップ形式のイベ
ント＋募金箱（貯金箱）づくりを行う。 12月25日 岡山県

106 （公財）みんなでつくる財

団おかやま

ソーシャルライター講座「平

成３０年７月豪雨災害の寄付

の物語」

ももたろう基金で平成３０年７月豪雨災害支援に助成した団体の活動を記録するとともに、
ライティング講座を開催し、その後団体に取材に行き記事をFBなどで発信しながら記録に
残す。 11月～2019年3月 岡山県

107
日本ファンドレイジング協

会関西チャプター

第７回ファンドレイジングセ

ミナーin関西 関西で「ファンドレイジング」の考え方をさらに広げ、深めていくセミナー。 12月8日

大阪ドーンセンター５F特別

会議室

108
公益社団法人アニマル・ド

ネーション

オフィスにある要らなくなっ

た本で動物を救おう企画
読み終えた本を提供してもらい、それらの買取額が公益社団法人アニマル・ドネーションを
通じて動物関連団体への寄付となる企画。

12月1日～2019年3

月31日 全国

109

something social

Peer to Peer Fundraiser's

Night! 〜記念日やパーソナル

チャレンジをテーマにファン

ドレイジングするには〜

「Peer to Peerのファンドレイジングとは？」から事例紹介、体験者のパネルディスカッ

ションなどを通して、Peer to Peerのファンドレイジングについて丸ごと知ることができる
イベント。 12月中 東京都

110
コモンズ投信株式会社 寄付の本　出版

寄付をもっと楽しく、気楽にやってもらおう！そして寄付の重要性を改めて知ることができ
る本を、これまで寄付の世界をけん引してきた2人が共著の形で1冊の本を出す。

11月下旬　出版予

定 全国

111 コモンズ投信 寄付してますか？ 寄付の本の出版に合わせて、「寄付について」様々に語りあうイベント。 12月4日 WeWork　神宮前

112
コモンズ投信 コモンズくつろぎBAR

チャリティー企画として、コモンズ投信で毎年開催している「コモンズくつろぎ忘年会」を
開催。 12月18日 星陵会館

113
公益財団法人お金をまわそ

う基金

お金をまわそう基金 第四期

キックオフ
助成先団体と共に今まで頂いた寄付への感謝をお伝えするとともに、12月から始まる第四期
の助成先団体とその内容をお伝えする会。 12月12日 東京都

114 バースデー・ドネーション

のたすきリレーチーム

バースデー・ドネーションの

たすきリレー１周年記念パー

ティー

誕生日のありがとうのエネルギーを社会貢献活動を応援するエネルギーに変えたい思いで、
2018年2月からスタートしたバースデー・ドネーションのたすきリレー１周目の完走を記念
したパーティー企画。２周目以降、さらにバースデー・ドネーションが普及・発展して行け
るよう、アイディア出しのワークショップを行う予定です。 2019年2月頃 東京都

115 全国コミュニティ財団協会

九州ブロック

全国コミュニティ財団協会九

州ブロックフォーラムin福岡

地域にとっての課題解決や新しい価値の創造の仕組みのひとつとしての全国で期待されてい
る市民コミュニティ財団と地域づくりに活用されるお金の流れについて考える九州フォーラ
ム。 12月22日 福岡県福岡市博多区

116
公益財団法人東近江三方よ

し基金

東近江三方よし基金と寄付月

間のPR 寄付月間の広報を通じ、寄付への呼びかけと、当基金のPR 11月末から12月 東近江市中心

117
公益財団法人あいちコミュ

ニティ財団 志金マルシェ

団体、寄付者、ボランティア、企業などの財団ステークホルダーが集まり、交流をする。自

分たちの取り組みや活動を伝え、理解を深めることで共感の輪を広め、寄付を集める。 12月9日 愛知県

118
公益財団法人日本サッカー

協会

SAMURAI BLUE（サッカー日

本代表）からのメッセージ
サッカー日本代表選手からのメッセージビデオを通じて、多くの方々に寄付について考える
きっかけを作っていく。

11月30日～12月31

日

天皇杯全日本サッカー選手権

大会、皇后杯全日本女子サッ

カー選手権大会をはじめとし

た、各種大会の会場

119
HAPPY DAY PROJECT実行

委員会

国際幸福芸術祭プレシンポジ

ウム

2019年3月17日に国際幸福芸術祭の開催を記念し、その概要の告知も兼ねて、2018年12月4

日に「国際幸福芸術祭 プレ・シンポジウム」を開催。 12月4日 ヤフーLODGE

120
東京学芸大学附属国際中等

教育学校藤木ゼミ Our Life & Social Contribution
高校３年生が、自分たちのこれからと社会貢献の関係性について自分たちで考えるととも
に、寄付やボランティアに関して、自分たちで学んでいく講座の内容を発信する。

2018年9月〜2019

年2月 東京都

121 一般社団法人日本障がい者

サッカー連盟

JIFFインクルーシブフット

ボールフェスタ2018

スポーツを通じた共生社会の創造のために、障がいの有無に関係なく、まぜこぜでサッカー
を楽しむことにより、心のバリアフリーを実現することを目的とし、「障がい者に関する社
会課題」や「寄付」の大切さを啓発する。 12月23日

東京都多摩市／フットサルス

テージ

122 東京学芸大学附属国際中等

教育学校 ボランティア部 KCF2018

中高生をターゲットに、同世代への寄付の啓発を目的とするイベント。NPOの方などをゲス
トとしてお招きして寄付についてダイアログを行ったり、また他の学校とコラボしてワーク
ショップを行う。 12月27日 東京都

123

一般社団法人daimon

第7回ダイモンカップ　「ス

トリートファイター」

6年間の総動員数は約1万人のダイモンカップ、昨年に続き、那覇市の国際通りで沖縄初のス
トリートサッカー大会を開催。あわせて、子供の貧困や社会参画の文化を作るために、寄付
を社会参画の一歩と位置づけた「さんかくアクション」というお米や本の持ち寄りブースな
どを設置する参加型プロモーションも開催する。 12月9日 沖縄県

124 公益社団法人みらいサポー

ト石巻

3.11メモリアルネットワーク

基金～命をつなぐ未来を拓く

～

東日本大震災で甚大な被害を受けた石巻地域において、震災遺構の整備や、石巻南浜津波復
興祈将来にわたり津波防災の伝承活動を継続し、社会の困難を乗り越える人材・地域づくり
に取り組むことを目的とする「いしのまき震災メモリアルネットワーク」の基金への寄付募
集 2019年3月31日まで 東北沿岸被災地ほか

125 朝日新聞メディアラボ　西

武信金　コモンズ投信

なんとなくから卒業！寄付で

未来に投資しよう！

実業家や信用金庫(金融関係者)が未来のために長期で投資(寄付)していきたい「団体」をセ

レクトし、おすすめする理由を語りながら、支援者に意志をもって社会投資(寄付)する気持
ちを醸成するイベント。 １２月 全国キャンペーン

126

コモンズ投信 寄付先選び、どうしてる？

コモンズSEEDCapやPOINTという寄付のしくみをもつコモンズ投信、毎年、寄付先の選定

には委員も頭を抱えています。さて、寄付先選びに悩まれることも多いですよね？寄付先選

び、それぞれの財団や助成財団がどうしているか？ズバリお話きいてみます。 12月中 東京

127
東京学芸大学附属国際中等

教育学校 ボランティア部

寄付のワークショップ

「ファーストキフ」
幼稚園生や小学生に寄付を教えるワークショップが誰でも実施できるよう、教材を開発す
る。 12月中 東京都内の保育園、幼稚園

128

READYFOR株式会社

U30 が企てる、「次世代 ソー

シャルインパクト」を語ろ

う。 KIFU BAR special in 渋

谷 異なる分野で活動する人をゲストを複数名お呼びし、対談を中心としたKIFU BARを開催。 11月13日

東京都渋谷区円山町1-5

KINOHAUS(キノハウス) 1F

129 公益財団法人つなぐいのち

基金

公益５周年記念 バースデー・

ドネーション・キャンペーン

当財団の公益５周年を記念して、WEBを中心とした「バースデー・ドネーション・キャン
ペーン」の実施と５周年記念セッションの開催を通じて、子ども支援・冠基金・遺贈寄付等
に関する啓発活動を実施する。

12月1日～2019年2

月28日

WEB全国キャンペーンおよび

２３区内イベント会場

130

一般社団法人ARCTICA

寄付ヲスルコト×SDGs～カー

ドワークショップで寄付と世

界のつながりを知る

自身の寄付行為など様々なアクションが世界へつながっていることを認識できるよう、
SDGsの概要を体感できるカードゲームワークショップ「2030SDGs」を通して学べる勉強
会。 12月中 北海道

131
ＮＰＯ法人やまぐち県民

ネット２１ 年間を通じて　絵本を贈ろう
昨年から継続して実施している、市民活動団体やＰＴＡ・幼稚園・小学校等３７団体へ山口
県の絵本を６冊セットにして贈る活動。

１年間を通じて実

施中 山口県内

132
一般財団法人世田谷コミュ

ニティ財団

（仮称）事業指定型助成プロ

グラムキックオフ会
当財団の事業指定型助成プログラムおよびプロボノコミュニティキックオフ会を開催。助成
プログラムの説明だけでなく、広く寄付やプロボノへの啓発を図る場ともする。 12月中 東京都世田谷区

133 日本ファンドレイジング協

会東北チャプター

12月は寄付月間～一年の終わ

りに気持ちを伝えてみません

か～（展示企画）

仙台市市民活動サポートセンターの展示スペースを活用し、寄付月間について知っていただ

く展示を実施する。東北の寄付の事例をFBで同時募集し展示に加えていく。 12月1日～12月28日 仙台市

134

ふじぽんキッズ

ふじぽんキッズ「寄付のイラ

ストコンテスト」

子供達たちからの寄付に関する①絵と、②絵にかいた題材のどこがいいなと思ったのか等の
エピソード、③寄付したい団体の３つを募集。集まった絵は、HPや協賛施設に掲載。大賞

に選ばれると、応募した子供にふじぽんグッズが贈られるだけでなく協賛企業から賞金10万
円が③寄付したい団体に寄付される。 12月 全国キャンペーン

135
千葉県庁

協働まちづくりセミナーin銚

子
一般向けに、地域活動における寄附の役割を周知するセミナーを開催する。

12月中 千葉県銚子市

136 認定NPO法人 日本ファンド

レイジング協会 jfra感謝の集い

寄付月間に際して、この1年間、日本ファンドレイジング協会の活動をご支援いただいた寄

付者・ボランティアの皆様に、直接「ありがとうございました」という感謝の気持ちをお伝

えする会。 12月10日 都内のイベントスペース

137
公益財団法人佐賀未来創造

基金 ふるさと納税NPOフェア ふるさと納税を広く一般に周知するためのイベント。
11月23日～11月25

日 佐賀県



138 リネットジャパングループ

株式会社 スマイル・エコ・プログラム

リネットジャパングループのリユース（宅配買取）／リサイクル（宅配回収）と環境保護活
動などに取り組むNPO・NGOの募金活動支援を組み合わせた「リユース/リサイクル」＆
「募金」の取り組み。 随時 指定なし

139

子どもの心と身体の成長支

援ネットワーク

岡山県総社市「おもちゃあそ

びのひろば」
平成に入ってから最大の被害となった7月西日本豪雨、全国から集まったたくさんのご寄付
や支援への感謝の場として、被災した子どもたちに「おもちゃあそび」の広場を提供する。

12月1日

12月2日

岡山県総社市・旧第一生命ビ

ル1階、『FLCB』FUN LIFE

Center Bill-ding　 (SOSU活動

場所) 〒719-1131岡山県総社

市中央２丁目２−８

140 子どもの心と身体の成長支

援ネットワーク

イオンモール広島祇園「おや

こあそびのひろば」
平成に入ってから最大の被害となった7月西日本豪雨、全国から集まったたくさんのご寄付
や支援への感謝の場として、被災した子どもたちに「おもちゃあそび」の広場を提供する。 11月25日 イオンモール広島祇園店

141
一般社団法人日本障がい者

サッカー連盟

キフティング（寄付×リフ

ティング）

〜リフティングでつながる社

会貢献の輪〜

チャレンジャー自身が寄付先を決め、リフティング 1回につき10円の寄付をする企画。

「JIFFインクルーシブフットボール2018」内の特設コーナーで実施する。 12月23日

東京都多摩市／フットサルス

テージ

142

NHK制作局文化福祉番組部

はじっこ革命 ～そんなとこか

ら、世界は変わる～

「遊び心で、ちょっとだけ社会を変える」を合言葉に、クリエイターや学者、企業、自治

体、視聴者らと一緒に、“思わず寄付したくなる”新しい募金のアイデアを考案。日本人の寄

付意識に、ちょっとだけ革命を起こす。 12月1日～12月25日 全国のNHKなど

143 特定非営利活動法人新潟

NPO協会

団体を成長させるための助成

金活用＆組織評価入門セミ

ナー

団体自己評価のワークを通じて、団体の組織基盤を強化するためには何が必要なのかについ

て学びます。また、助成金活用セミナーも同時に開催し、団体の成長につながる助成金の使

い方についても学びます。 12月6日

新潟県女性財団　女性団体交

流室2

144

キフカッションin島根実行

委員会

寄付を語ろう。キフカッショ

ンin島根

寄付について情報提供をしたうえで、寄付のこれからの可能性について参加者同士語り合い

ます。

【プログラム】

１）情報提供「寄付のこれまで」（情報提供者：日本財団ＣＡＮＰＡＮ山田さん）

２）グループトーク＆全体共有

３）交流会 11月15日

green's baby（島根県松江

市）

146

すぎなみ協働プラザ

NPO等大交流会＆地域コム

ユーザーの集い

地域コム団体、プラザ登録団体、行政職員などが様々な立場の方々が集まり、寄付月間にあ

わせて開催することで、「寄付」のことを考えつつ、お互いの事を「知る」「知ってもら

う」「つながる」会として行う。 12月5日 産業商工会館 展示場

147 沖縄県
寄附月間パネル展＆フードド

ライブin県庁

県内で寄附を募って活動している団体・基金の活動や内容を紹介するパネル展を県庁のロ

ビーで開催。同時に県庁職員に対し、寄附のひとつの方法としてのフードドライブをよびか

け、集まった食料品を県内の食べ物に困っている世帯やこども食堂に届ける活動をしている

NPO法人に寄贈することで、職員の寄附意識の醸成につなげる。

12月3日～12月7日 沖縄県庁、沖縄県内

147

みやざき協働・NPO支援セ

ンター

平成30年度 宮崎県NPO企画

力等向上研修 Vol.3 『ファン

ドレイジング講座 ～クラウド

ファンディングのメリット・

デメリット～』

今回はファンドレイジング全体の概念や、クラウドファンディングの注意点を知り、理解を
深める入門講座。ファンドレイジングの手法としてのクラウドファンディングのメリット・
デメリットを把握し、成功するための基礎について学ぶことができます。 2018/12/13 宮崎県

148
Readyfor株式会社 こどもギフト

社会的養護を必要とするこどもたちに対して、クラウドファンディングで支援を届けるプロ
グラム。 2018.11.19~12.25 全国

149
寄付月間学生チーム Tateishi Disco Afternoon

中東の音楽と文化のフェス楽しんで中東に想いを馳せつつ、障害者も健常者もみんなが楽し

めるバリアフリーのディスコイベント。収益金を寄付し、社会に還元する。 2018/12/22 東京都

150
寄付月間学生チーム 美味しい寄付から学ぼう！

ビジネスによる寄付のサービスを通じて寄付のきっかけを探るイベント。当日は、テーブル

クロスにご協力いただく予定。 12月19日 EIJI PRESS Lab

151
dot 記念シンポジウムグラレコ

11/30開催の寄付月間2018記念シンポジウムにて、展開される寄付に関する様々なエピソー
ドやお話をグラフィックレコーディングで可視化していく企画。 11月30日 東京大学


