
寄付月間2019公式認定企画（全176企画）

No. 主催団体名／主催者名 企画名称 企画の趣旨・概要 実施期間 実施場所

1 CANPANプロジェクト
キフカッション　普及プロジェ

クト
寄付について語り合うディスカッション・イベント「キフカッション」を全国各地で開催してもらうために、開催
マニュアル等を整備し、それぞれの地域で自主開催をしてもらう企画

2019年9月～12月 全国キャンペーン

2 CANPANプロジェクト キフカッション in 松山
寄付について語り合うディスカッションイベント「キフカッション」を愛媛県松山市で開催する。地域のNPO関係
者を中心に、土曜日の夜に集まり、飲みながらフランクな場でお互いの寄付経験や寄付への思いを語り合う企画。

2019年10月19日

（土）
愛媛県松山市

3 CANPANプロジェクト ギビングサロン
寄付をしたことのある人同士で、お互いの寄付体験について共有し、寄付への思いや寄付によって得られた価値を
語り合う場。

2019年8月～12月 東京都

4 山田泰久
ファンドレイジングスーパース

ター列伝Part２

昨年、実施した「ファンドレイジングスーパースター列伝」（毎日、寄付に関する偉人のエピソードをブログ記事
にアップし、発信する）の第2弾として実施。昨年365記事まで更新したスーパースター列伝について、合計500記
事を目指す。

2019年8月～12月 Webキャンペーン

5 CANPANプロジェクト
キフカッション（寄付的忘年

会）
毎年12月に開催しているキフカッション（寄付について語り合う場）を今年も開催します。1年間の寄付を振り返
り、未来の寄付について語り合う場として、平日夜に開催。

2019年12月 東京都

6
認定NPO法人 日本ファ

ンドレイジング協会
寄付の教室＠茨城県JRC部

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」を日本赤十字社茨城県支部の日赤JRC部の学生向けに開催。

12月1日 茨城県

7
日本財団CANPANプロ

ジェクト
寄付の歴史教室オンライン版 寄付の歴史について語り紹介する場をオンラインで開催する。 2019年秋 オンラインサロン

8 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

令和元年12月1日

（日）～令和2年1月

31日（金）※この期

間以外にも実施して

います。（年2回）令

和元年8月1日（木）

～9月30日（月）に1

回目を実施します。

千葉県富里市内の協力
店舗

9
山本真一社会保険労務

士事務所

専門士業（社会保険労務士）×

地域コミュニティ財団×地元企

業による寄付文化醸成プロジェ

クト

山本事務所よりめじろん共基金に寄付する
寄付金額は（労働保険年度更新手続き受託企業+7月現在事務所顧問先）×一定額（300円）

令和元年12月
大分県（めじろん基金

にて寄付贈呈）

10
大津市市民活動セン

ター

大津・SDGsくるくるチャリ

ティプロジェクト２０１９
市民・行政・企業・大学の四者がSDGsをテーマに協働し、より良い大津のまちづくりに寄与することを目的とし
た企画。

2019年6月〜2020年3

月末
滋賀県大津市

11 コモンズ投信株式会社
第11回コモンズ社会起業家

フォーラム

社会課題に取り組むリーダーたち11名による7分間のスピーチリレー、コモンズ投信寄付のしくみ第10回コモンズ

SEEDCap授賞式も開催。
2019年10月5日午後

東京都本郷　文京学院
大学

12 コモンズ投信株式会社
こどもトラストセミナー「論語

と算盤」＆「寄付の教室」
大人向けにコモンズ投信会長渋澤健による「論語と算盤」セミナー、子どもたち向けにコモンズ投信馬越による
「寄付の教室」を開催。

2019年12月1日 東京都

13 コモンズ投信株式会社
寄付をしようと思ったら、読む
本　出版イベント＠福岡

昨年12月に出版された「寄付をしようと思ったら、読む本」のロングランセミナーシリーズの福岡開催版。 2019年12月12日 福岡県　wework

14
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。

年間をつうじて（た

だし12月に大会が3つ

ある。）

各大会において（関

西、関東、東北、九

州）

15
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

本連盟が主催する全国大会（5つ）にて、来場者1名につき1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している。

年間を通じて（12月

に3つの大会を実施）
全国

16
オールドファンドレイ

ジング大賞実行委員会

第2回オールドファンドレイジ

ング大賞

寄付好きの有志によって、寄付の歴史を紐解きながら、歴史上の偉大なファンドレイザーや寄付の事例を選定し、勝

手に「オールドファンドレイジング大賞」として表彰を行う。
2019年9月 東京都

17 愛知県 寄附のゼミナールinあいち2019
若い世代の寄附意識、社会参画・貢献意識の醸成を図ることを目的に、県立高校、私立高校、市立中学校の計４校

で、寄附を通じた社会貢献を考える特別授業を実施する。

令和元年１０月～１

２月
愛知県

18
公益財団法人ふるさと

島根定住財団

ファンドレイジング合同戦略会

議

今年度は島根県内にNPO法人が誕生して20年目、しまね社会貢献基金が創設されて10周年。この節目の年を記念し

て、全国で展開されている寄付月間に合わせて「寄付キャンペーン」を実施するため、このキャンペーンの内容等を

参加者でアイディアを出し合って決めていく

＜松江＞10月8日

（火）＜浜田＞10月9

日（水）

島根県内

19 FUREFURE BOOKS あなたの一冊が地域を変える
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FUREFURE

BOOKS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7日 長野県上田市

20 Asian Beauty Project
Beauty Charity／チャリティー

撮影会

Beauty Charity チャリティー撮影会では、かぞく、友人との写真を未来に残すきっかけと共に、社会課題やその課題

解決に向けての取り組みについて知って頂く機会として、参加費の50%をご指定頂いた団体様に寄付します。
9月末か10月頭予定 東京都

21 合同会社ネクストワン

合同会社ネクストワンPresents

寄付月間公式認定企画参加番組

ファンドレイジングスパース

ター列伝inラジオフチューズ

（仮）

日本の寄付文化醸成の為、寄付の大切さや役割をわかりやすく解説するラジオ番組を制作・放送する。
12月中 曜日・時間検

討中

東京都府中市およびイ

ンターネット配信

22
新潟県労働金庫／新潟

NPO協会

にいがたNPOカレッジ2019

「ファンドレイジングセミ

ナー」

ファンドレイジングの中でも「寄付獲得」に特化した学びの場。寄付を集めることは、ただ自主財源が増えるだけで

なく、活動を支えるファンが増えることも意味します。お金も仲間もともに増やしていくためのファンドレイジング

のコツが学べる企画。

2019年10月9日

（水）～11日（金）

新潟県内上越・中越・

下越の3カ所

23
べじふる収穫祭実行委

員会

べじふる収穫祭　みかんリレー

マラソン リレーマラソンを開催し、参加費用の一部を寄付する。
2019年12月15日 東京都江東区

24
ネクストシフト株式会

社

一人の投資が誰かの生きる力に
_ネクストシフト寄付月間キャ
ンペーン

期間中（10月〜11月を予定）に投資家様に投資頂き、成立した融資金額の弊社売上20%相当を、12月の寄付月間に
併せて、弊社理念と共通の取組みを推進する団体に寄付させて頂きます。

2019年10月〜11月を

予定
webキャンペーン

25
朝日新聞厚生文化事業

団
朝日こどもの未来　中四国ブ
ロック大会

中国四国地域で、子どもの居場所づくりなどに取り組む方を対象とした研修会 2019/12/1 広島県尾道市

26 チームGOEN
ふじぽんキッズ　寄付のイラス

トコンテスト2019

ふじぽんキッズのかのんちゃん、あおいちゃんが「子どもたちにもっとたくさんの寄付のやり方を知ってほしい」
という想いで企画した、寄付月間2018公式認定企画「ふじぽんキッズ　寄付のイラストコンテスト」の第二弾で
す。
「ぼく、わたしが見つけた、あんな寄付、こんな寄付」をテーマに、こどもたちからの①寄付に関する絵と、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つを募集します。
イラスト部門金賞・銀賞受賞者は、自分が選んだ非営利団体に協賛金10万円（銀賞は5万円）をプレゼント(寄付)で
きます。

（応募）2019年9月

14日~12月31日

（審査・発表）2020

年2月上旬まで

全国

27
1日5県一周キフカッ

ション実行委員会
1日5県一周キフカッション

茨城県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県を１日で車で一周。道の駅や観光スポットで寄付に関するアンケートや

ヒアリングを実施。寄付に対するご意見を頂くイベント。

2019年12月のある１

日
茨城県、千葉県、埼玉
県、群馬県、栃木県



28
八幡浜みなっと みなと

交流館
一食一善プロジェクト2019

「一食一善プロジェクト」とは、八幡浜を中心に活動している地域活動団体を「食べる寄付」を通じて応援するプ
ロジェクトです。協賛する飲食店等で寄付つきメニューを食べることで、売上の一部が地域活動団体の活動に活用
される仕組みになっている

2019年12月1日〜

2020年2月29日
愛媛県八幡浜市内

29
ＮＰＯのための弁護士

ネットワーク
遺贈寄付の実務相談

遺贈寄付を受け入れるNPO、NGOを対象に、遺贈寄付の受け入れに向けた具体的な手順、寄付ポリシーや内部規程

の策定、書類の準備、広報ツールのチェックなど、遺贈寄付の導入支援のためのアドバイスをする。

12月1日から12月31

日（変動の可能性あ

り）

東京都（メンバーの事

務所等）

30
公益財団法人ふじのく

に未来財団
ネンイチ2019

2018年の助成事業報告会と共に、財団とご縁のある方、NPOや支援者との交流の場を設けることを目的としていま

す。
2019年11月15日 静岡県静岡市

31

一般財団法人　町田市

地域活動サポートオ

フィス

「寄付ってな～に？　親子で体

験してみよう！＠町田市役所」

町田市で開催される「第13回町田市民協働フェスティバル　まちカフェ！」イベント当日に実施します。寄付白書
のデータ紹介、町田市の寄付データ、寄付意識調査などを行います。併せてまちカフェ！の出展団体のうち寄付を
集めている団体の紹介を行います。

2019年12月1日
東京都町田市役所市庁

舎

32
寄付月間2019日本大通

実行委員会
寄付でつなぐ、未来へのバトン

自分にできる寄付や社会貢献を考えたり知ったりできる体験イベント
常設は12月中。イベ

ントは12/14,15を予

定

神奈川県

Kosha33

33

公益社団法人　日本ナ

ショナル・トラスト協

会

第37回ナショナル・トラスト全

国大会　ー遺産でよみがえる

美しい自然ー

トラスト全国大会は、ナショナル・トラスト活動について、より多くの方々に知ってもらうとともに、ご支援をい
ただいている多くの人々や企業の皆様に感謝し、１年の活動の報告をさせていただく場として開催しています。ま
た、各地域で活動しているトラスト団体の情報交換・交流の場ともなっている。今回は、個人の遺産を美しいまち
づくりのために役立てる方法として、近年、関心が高まっている「遺贈」について理解を深める。

2019年12月21日

（土）
東京都千代田区

34
株式会社ファンドレッ

クス

アイデア・フォー・インパクト

な人々のためのKIFU パーティ
ソーシャルセクターに革新をもたらす、次世代ソリューションプロバイダーの横のつながりをつくりだして、寄付
文化の新しい取り組みを見つけていく企画

12月19日または20日 東京都

35
公益財団法人パブリッ

クリソース財団

第3回「チャンピオン・オブ・

チェンジ」日本大賞　社会変革

に取り組む女性リーダーに贈る

表彰式

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

2019年12月9日

（月）18時～20時
東京都

36
一般社団法人 全国レガ

シーギフト協会

士業向け遺贈寄付アドバイザー

研修
士業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。

2019年10月18日

（金）10：00～16：

30

東京都
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 403

37

一般社団法人 全国レガ

シーギフト協会／認定

NPO法人日本ファンド

レイジング協会

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。

2019/10/18 (金)

13:00 – 16:30

東京都
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

38
認定NPO法人 日本ファ

ンドレイジング協会

寄付の教室＠都立町田総合高等

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。

11月29日
東京都立町田総合高等

学校

39
認定NPO法人 日本ファ

ンドレイジング協会

寄付の教室＠都立足立西高等学

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19日
東京都立足立西高等学

校

40
認定NPO法人 日本ファ

ンドレイジング協会
jfra感謝の集い2019

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月中の平日夜

東京都
日本ファンドレイジン
グ協会オフィスまたは
都内イベントスペース

41
一般社団法人 全国レガ

シーギフト協会
遺贈寄付フォーラム 遺贈寄付の事例や今後の可能性について共有するシンポジウム 12月4日

東京都内イベントス
ペース

42

特定非営利活動法人と

ちぎボランティアネッ

トワーク

第４回子どもの貧困撃退チャリ

ティ　サンタdeラン＆ウォーク

2019

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。去年
に続く今年の開催には、行政、企業、NPOなどからなる円卓会議を行い、サンタdeラン開催中の各プロジェクトの
発展を目指します。

2019年12月22日 栃木県

43 寄付月間学生チーム
教えてください　あなたの寄付

体験!

色々な人の寄付エピソードを集める！10月の半ばから約1ヶ月間をかけていろんな人に寄付の経験やその時の想い

などをフォームで答えてもらい、12月の寄付月間の間SNSなどでそのエピソードを発信していく。また、12月1日
のキフフェス2019で披露できるよう、より多くの人への発信を目指す。

10月15日から12月31

日

・オンラインでの全国
キャンペーン

・東京都（キフフェス
2019内）

44
NPO法人LOOB

JAPAN

「2020NGO LOOBカレンダー

募金」

現地NGO LOOBでは、フィリピン人と日本人スタッフが力を合わせ、支援先の子ども達の表現力を引き出しながら

カレンダーを協働で制作しています。1,000円の募金につきカレンダー１冊をお送りします。皆様から頂いたカレ
ンダー募金の集計から制作費や送料などの経費を差し引いた全額が翌年度の教育サポート基金となります。

2019年11月1日～12

月31日
全国キャンペーン

45
東京大学社会連携本部

渉外部門

東京大学教職員給与控除寄付者

への感謝の集い　”積小為大”

東京大学は2008年から教職員の給与控除による大学への寄付を受け付けている。今年度に累積寄付額が1億円を越
えたことから、給与控除寄付者を対象に感謝の集いとして記念シンポジウムを開催するもの。内容は二宮尊徳がと
なえた「積小為大」をテーマに、給与控除寄付の実績説明、二宮尊徳と渋沢栄一を取り上げるパネルディスカッ
ション、給与控除寄付者によるスピーチなど。

2019年12月9日
東京都

東京大学本郷キャンパ
ス内の山上会館

46
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
2019年12月22日

（日）

東京都多摩市／フット

サルステージ



47

公益財団法人とっとり

県民活動活性化セン

ター

とっとり世界こどもの日寄付
キャンペーン

11月20日は国連が定める「世界こどもの日」。この日にちなみ、鳥取でこどもたちの生活や文化や権利について守
り豊かにしていこうと活動する団体のために、地元企業と協力して寄付キャンペーンを開催します。

11/1～12/31 鳥取県

48

公益財団法人とっとり

県民活動活性化セン

ター

令和新時代とっとり元気フェス
地域の多様な地域づくり・ボランティア活動を取り上げ、県民の皆様へ活動への参画や交流を深めるフェス。その
１企画として、寄付キャンペーンに賛同する企業と参加団体が取組みを紹介し、寄付への参加をよびかけます。

12月22日 鳥取県立倉吉未来中心

49
日本ファンドレイジン

グ協会関西チャプター

第9回ファンドレイジングセミ

ナーin関西

「SDGｓとファンドレイジング」というテーマでのセミナー企画。基調講演に、クレアン株式会社代表取締役・日

本ファンドレイジング協会理事の薗田綾子氏、企業の事例紹介として阪急・阪神ホールディングス様を、NPOの事
例紹介として箕面こどもの森学園にお話しいただきます。

2019年12月14日

（土）13:00～17:00

京都府
京都経済センター

50
特定非営利活動法人

synapse40

2019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

2019年6月〜2020年3

月
宮城県内陸部

51 Champs de Fleurs
クリスマスリース　チャリテ

イーレッスン

心温まるクリスマスの季節。フラワーアレンジメント講師が丁寧に指導しながら、手作りのクリスマスリースを作

成します。材料費を抜いた指導料が、バングラデシュの子どもたちの教育支援費として寄付されます。
2019年12月8日

東京都　文京シビック

ホール

52
フリーランスファンド

レイザー3人娘

～3人娘プレゼンツ年末大感謝

祭～

必笑！ファンドレイジング公開

コンサルティング＆個別相談会

フリーランスファンドレイザーが日頃の感謝を込めて非営利団体を対象にファンドレイジング無料相談会をおこな
います（団体数限定）。一部のコンサルティングは公開式でおこない、参加者皆さんと寄付について考えます。

2019/12/10 （火）

17:30-20:30　（時間

は予定）

東京都
フミコム 地域連携ス

テーション イベントス
ペース

53 日本郵便株式会社
年賀寄付金配分事業～年賀はが

きで贈る真心と未来～
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

2019年11月1日

（金）～2019年1月

10日（金）

全国

54
一般財団法人くまもと

未来創造基金

おもやいアワード2019 みんな

で未来を創ろう

一年の寄付者への感謝を込めて、第1部：活動支援団体の活動報告、第2部：寄付に関する講演会(あしなが育英会

顧問 山北洋二氏) 新規事業説明(チャレンジ1592、給付型奨学金Applesheeds奨学金) 第3部：交流会の3部構成で開
催するイベント

2019年12月21日(土)
熊本県熊本市 城彩苑多

目的交流施設

55
ソーシャルアクション

カンパニー株式会社
寄付納め

今年の寄付納めとして今年最後の寄付をしていただき、その寄付先紹介をハッシュタグ付きでSNSにシェア。その

貢献度に応じてactcoinお年玉を付与するもの。

※actcoin…弊社が運営する社会貢献活動を可視化するサービス。サービス内から寄付証明をしていただくと、その履

歴がログとして残っていき、寄付額の10%を「アクトコイン」という社会貢献トークンとして反映・可視化される。

12月から来年1月にか

けて

全国キャンペーン（オ

ンライン）

56

熊本市、熊本市市民活

動支援センター・あい

ぽーと

くまもと・わくわく基金交流会

「縁-up！くまもと2019」
寄附を通した社会貢献と寄附による助成事業等を紹介することで、企業の社会貢献事業を後押しする企画

令和元年１２月５日

（木）14：00～16：

00

熊本県熊本市市民活動
支援センター・あい

ぽーと　イベントコー
ナー

57
株式会社グロースエン

ジン

贈り物でヒトをつなぐ「オーエ

ンズ」
ファンの応援する気持ちをタレントへプレゼント・差し入れとしてお届けし、商品代金の10%を社会貢献団体へ寄
付する新しい「オーエン」の形

実施中 東京都公演が中心

58
日本ファンドレイジン

グ協会大学チャプター
キフウォークin東大2019 東京大学にある寄付によって作られた建築物を、東京大学ファンドレイザーが案内しながらみんなで巡り歩く。

2019/12/1 11:00-

13:00

東京都
東京大学本郷キャンパ
ス（東京都文京区）

59
公益財団法人パブリッ

クリソース財団

オンライン寄付サイトGive

One「azbilみつばち倶楽部杯

E-ファンドレイジング・チャレ

ンジ」

E-ファンドレイジング・チャレンジは、寄付文化の醸成のために「オンライン寄付サイトGive One（ギブワン）」

の登録団体とGive Oneが協力して行う期間限定のファンドレイジングキャンペーン。「azbilみつばち倶楽部」

（azbilグループの社員・役員の有志が有志で社会貢献を行う任意団体）によるマッチング寄付や、azbilみつばち倶
楽部の会員様による投票寄付を実施します。

2019年12月3日

（火）～2020年1月

16日（木）

オンラインキャンペー

ン

60
遺贈寄附推進機構株式

会社

信託を使った自治体への遺贈寄

附「ふるさとレガシーギフト」

をもっと知ってもらう！

人生最期の社会貢献である遺贈寄付は、高齢者の思いを叶える手段。手間暇と費用のかかる遺言ではなく、手数料
無料で中途解約自由な「ふるさとレガシーギフト」により、手軽に遺贈寄附ができることを広く知ってもらう。メ
ディア取材、アドボカシー、自治体への説明などを積極的に展開を予定。

2019年9月30日～12

月31日
全国

61
社会福祉法人　横浜市

社会福祉協議会
寄付・遺贈の相談窓口

寄付に関するご相談者の想いや願いを丁寧にひもときながら、寄付先や方法を一緒に考え、本会への寄付受け入れ
だけでなく、福祉施設・団体・ＮＰＯ・行政等様々な主体と寄付者をコーディネートします。また、実施にあたっ
ては専門機関とも連携をすすめ、近年増えつつある遺贈に関する相談にも対応していきます。
※11月28日以降に公表

※11月28日以降の公

表をお願いします

2019年12月2日より

開始

神奈川県横浜市

62 サブスクナビ 合同会社

「LINEで投票！読者みんなで

寄付先を決めよう」キャンペー

ン

WEBメディア「寄付ナビ 」（ https://kifunavi.jp/ ）で、一般ユーザーを対象とした投票キャンペーンを実施。5団

体から選んだ投票結果によって、上位3団体を寄付先として選定して、その分をメディア運営会社である弊社から

寄付をする。寄付額は投票人数×30円（最大30万円）として、ユーザーはLINE公式アカウントを通じて投票したう
えで、投票結果や寄付先などもフィードバックを受ける。ユーザーにとっては、自身がお金を負担せずに寄付を疑
似体験するということで、初心者にとってハードルを下げる機会に。「寄付先を選ぶ」と能動的に考えることで、
さまざまな社会課題や団体を知るきっかけとしてもらうことを目指す。

2019年12月1日〜12

月31日（仮）
WEBサイト上

63
一般社団法人全国レガ

シーギフト協会
第4回遺贈寄付サロン

サロンでは、各回のテーマに沿って話題・事例提供者にリード頂きながら、遺贈寄付を受けている団体同士の事例

やノウハウ、知見の共有、そして、ネットワークの構築をすることで、寄付者の方々の思いの実現へ向けて行動で

きる受遺団体を増やしていくことをねらいとしています。

12月17日（火）
東京都

日本財団2階第1~第4会
議室

64
公益財団法人ボーイス

カウト日本連盟
全国募金箱調査 ボーイスカウトで実施している街頭募金の全国での取り組みを集計すべく、全国調査を行います。 12月の１か月間

全国各地。WEBサイト

にて集計します。

65
一般財団法人ふくしま

百年基金

ふくしま百年基金シンポジウム

2019 SDGsで学ぶ持続可能な地

域づくり

「2030 SDGs」（SDGsカードゲーム）や県内でSDGs推進に取組む民間団体・行政・教育機関等の事例報告を通じ

てSDGsを学ぶとともに、寄付文化創造を通じてSDGs達成に貢献しようとするふくしま百年基金の取組みを通じて
ともにアクションしていく契機とする企画

2019年12月14日
福島県郡山市（けんし

ん郡山文化センター）

66
公益財団法人 助成財団

センター
「助成財団のこころ」

「助成団体のこころ」と題し、会員である助成団体の設立の経緯（歴史やエピソード）設立者の想い、助成に対す
る想いをつづっていただき、紹介するページをセンターWEBサイト内に作成します。（10団体ほどを予定）

2019年12月一ヶ月

センターWEBサイト上

（センターは東京都で

す）

67

京都市京都市市民活動

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

市民活動支援クリスマス・チャ

リティ・コンサート

音楽を媒介として、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知っていた
だき、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イベント「市縁堂（しえんどう）2019」
の基金として役立てさせていただきます。

2019年12月14 日

(土)14：00〜16：00

京都府
ひと・まち交流館京都

2階 大会議室

68 リタワークス株式会社
寄付月間にクラウドファンディ
ング挑戦しよう

弊社が運営しているオンライン寄付募集サービス「コングラント」で、寄付月間（12/1~12/31）のみ公開できる、
クラウドファンディングのページ作成機能を提供する。無料プラン・有料プランのユーザーともに、期間限定での
サービスでより効果的にクラウドファンディングページを作成いただくようにする。

（広報期間）11/1～

（実施期間）12/1～

12/31

全国キャンペーン

69 リタワークス株式会社
寄付文化を根付かせる！社員に
寄付体験をプレゼント

社員（約30名）に対して一人1,000円（予定）を付与し、ワークショップを開催してそれぞれ寄付する先を一つ選
び、選んだ理由などをプレゼンして共有。さまざまな社会問題を知るきっかけを提供し、寄付文化を根付かせるこ
とを目的とします。

12月21日 大阪府

70
特定非営利活動法人

NPOサポート・しみず

静岡市清水市民活動センター13

周年記念事業　市民活動

FESTA2019　みんなの縁日～

市民とNPOのご縁をつなげる日

～　のイベントの中での、応援

チケット(ドネーションチケッ

ト)企画

特定非営利活動法人NPOサポート・しみずが指定管理している静岡市清水市民活動センターの13周年記念事業　市

民活動FESTA2019　の中で、応援チケット(ドネーションチケット)を来場者に購入していただき、活動紹介ブース

を出している20団体の中で応援したい団体に、それぞれブースの前にある寄付ボックスにチケットを入れてもらう
企画。後日、市民活動センターで現金に変え、個々の団体に寄付金として渡します。来場される市民の皆さんに、
団体・活動への寄付を体験していただくイベントです。

11月10日
静岡県静岡市清水市民

活動センター

71 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。

令和元年11月13日、

12月２日、12月９日
神奈川県内

72
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です。参加費の一部を寄付とし、寄付先をどこにするかは、当日の

企画の中で提案と選考を行います。
2019/12/17（仮） 東京都



73
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

リユース・リサイクル事業スキームを通して、寄付物品を集め、弊社の換金ノウハウを活かして各NPOや、特にリ

サイクルでは携帯電話の回収から、スペシャルオリンピックスへの寄付を行う。

キャンペーンを12月

中実施
全国

74
公益財団法人ふるさと

島根定住財団

これまでとこれからの寄付に感

謝する集い
しまね社会貢献基金10年を記念し、基金登録団体（NPO）が寄付者（個人やサポーター企業）に感謝する集い。 12月12日 島根県

75
クラウドファンディン

グサイトA-port

私たちに何ができる？みんなで

考えるはじめてのSDGs

いま世界はどんな状況にあるか、それに向けて海外の人たちはどんな取り組みをしているのか渋澤健と堀潤がマク
ロな視点で語るイベント。具体的に私たちがどのようなことをすればSDGsが達成されていくのか？SDGsにどうか

かわっていけばいいのかを、A-portで資金調達をした人たちと、2人を交えて一歩踏み出すヒントを話す予定で
す。

2019年12月2日
東京都

朝日新聞社東京本社
読者ホール

76
公益財団法人ちばのＷ

Ａ地域づくり基金

ちばのＷＡ助成事業活動報告会

&大交流会2019

寄付者に日頃の感謝を込めて、2018年度助成団体の活動報告会と交流会を開催する。
寄付がどのように活動団体の成長に役立ったか、どのように活用されたかを参加者と共有する。

12月14日（土） 千葉県千葉市

77
まつどでつながるプロ

ジェクト運営協議会

子育てを自分事に！私にもでき

るリユース寄付「Book de キフ

for まつどでつながるプロジェ

クト」

気軽な寄付体験を通じて、「孤育て」を防ぎ、「子育て」を支えるまつどでつながるプロジェクトの参加を促進す
る。期間中、古民家ホームシェアco-no-miにて、不要になった古本・CD・DVD・ゲームソフトなどを回収し、ま
つど子育てささえあい基金に寄付をする。

12月2日〜6日 千葉県松戸市

78
寄付月間アンバサダー

渡邉文隆
寄付を考えよう！勉強会/忘年

会
寄付について考え、学び、夕ごはんを食べる会。これまで企画者・渡邉が集めた寄付に関する先行研究と仮説を紹
介し、寄付者やファンドレイザーに役立つ情報を提供する予定。

2019年12月 京都府京都市内

79
一般社団法人ひとり親

家庭福祉会ながさき
つなぐＢＡＮＫ

寄付（お金・物）を募り、ひとり親家庭生活困窮世帯へ食材等を配布し配布時歯科検診・弁護士相談・就労相談等

総合相談を行う
１２月から実施 長崎県長崎市

80
きた北海道・遺贈寄付

のひろば
思いつなぐ寄付プロジェクト

遺贈寄付による物品等の市内教育機関やNPOへの譲渡、および社会貢献教育等のプログラムを合わせたワーク
ショップを実施。

2019年11月～12月 北海道

81
株式会社ファンドレッ

クス
Social Engineer’s Cafe

社会課題の解決に興味を持つエンジニアを増やし、輪を広げるカフェを開催する今回のテーマは「技術力で増やす
寄付」とする。

2019/11/22 東京都

82
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

昨年・2018年の冬、熊本で初めてとなる「クリスマスマーケット」を開催し、5日間で93,000人の来場者となっ

た。今年は7日間の開催で来場者多数が見込まれ、熊本のSDGsの目標に向けて活動している団体紹介、寄付バーや
来場者の寄付体験など、熊本の寄付文化醸成に繋がる企画を盛り込む予定。

2019年12月5日

（木）～11日（水）
熊本県熊本市中央区花
畑町（花畑広場他）

83
寄付月間2019佐賀県実

行委員会

日本と世界の子どもにクリスマ

スの夢を

脆弱な立場にいる日本と世界の子どもたちの状況と彼らの夢を、それぞれを支援するCSOによって紹介され、支援
の寄付を募るプロジェクト。ＳＤＧｓ　ゴール４「質の高い教育をすべとの人に」に対応し、過酷な立場や貧困な
どをフォーカスするのではなく、そのような環境にありながら、将来に向かって夢を持ちながら生きるリアルな１
０歳の子どもたちを応援することをテーマとする。（国内のケースは匿名で）

2019年12月21日 佐賀県佐賀市

84

川崎市市民文化局コ

ミュニティ推進部市民

活動推進課

地域・社会貢献フォーラム

2019　カワサキコネクト

地域でさまざまな社会課題や地域活動に取り組むNPO法人や市民活動団体が、継続的・発展的に活動していくた
め、資金や人材の確保をはじめ、各主体がそれぞれの強みやできることを持ち寄り、協働・連携しながらその力を
発揮できるよう「つながる」きっかけを創出するイベント。

2019年12月7日

（土）14:00～17:00

神奈川県

PASAR　BASE

85
特定非営利活動法人

わっか
子ども食堂応援募金

米原市内で子ども食堂を行っている８団体の活動資金集めのため、市内のお店に募金箱を置いてもらい実施。
2019年11月から継続 滋賀県米原市

86 NPOのためのデザイン
今日からできる！広報・ファン

ドレイジング講座

NPOのファンドレイジングや広報に関わる人のための講座。NPOのファンドレイジング・広報・デザインの現場経

験を持つ3人の講師が、とっておきのノウハウを大公開。質問コーナーも充実しているので、参加者の疑問に講師
が直接お答えします。

2019年11月29日 大阪府大阪市

87 リング21 中小企業におけるSDGsとは CSRやSDGsの観点からも企業と寄付とのあり方を考える機会を醸成する 2019年12月10日 北海道札幌市

88
認定NPO法人ESAアジ

ア教育支援の会

ESAのクリスマス　Sparkling

Joy

日頃のご支援に感謝し、支援地の活動報告をすると共に、子どもたちを思いながらさまざまなチャリティ企画を楽

しんでもらう。
2019年12月14日 東京都港区芝

89
社会福祉法人いぶき福

祉会

未来につなげる対話～パストラ

ルいぶきプロジェクト報告会

2019年6月から11月にかけて、総額2000万円のファンドレイジングに取り組んできました。未来志向型の共感と協
働をベースにした多様な人による多様な参加という新しいスタイルの寄附集めに取り組みました。この活動を振り
返りながら、共感支援してくださった方、関心を寄せてくださっった方へのご報告をしながら、新しい取り組みへ
の対話の場とする予定。10～20名程度でカジュアルな形で報告と懇談の場を年度内に数回開催予定。

2019年12月～2020年

3月
岐阜県

90
公益財団法人佐賀未来

創造基金

社会課題解決セミナー「災害時

における支援の在り方を考える

（仮）」
佐賀県における地域課題を解決するために県外の先進的な団体を招いて、その事例や活動内容を共有していただ
き、県内CSOや参加者と共に課題解決に向けての方策を探るセミナー。具体的には、まだまだ不足しているボラン
ティアや寄付（車などの物資やお金）などの支援を集めていく共感の輪を増やす機会にする予定。

2019年12月13日

（金）予定
佐賀県

佐賀商工ビル中会議室

91 101大学

くまもとKIFUカッションvol.1

〜誰かのサンタになりません

か？〜

熊本で「寄付」を語り合う文化を、ゆるく語り合う企画。初回となる今回は、寄付活動の実践団体を〝KIFU ス

ピーカー〟として、寄付の話題提供をしていただく。〝KIFU サンタ〟が応援（寄付）したい団体へ寄付を実践す
る企画！クリスマスシーズン突入前にサンタクロース気分で…合言葉は〝メリーキフリマス〟

2019年11月30日
熊本県熊本市某所
（BAR or 酒造所）

92
ＪAとまこまい広域青

年部
おいしく農縁結び

ＪAとまこまい広域青年部主催の婚活イベント＠札幌市　にて学べて、かつ美味しい地場産食材を使った料理が食
べられる若手農業男子と出会える婚活イベント。
交流を深めるプログラムとして、寄付月間アンバサダーの高橋優介氏を招いて、ＳDGs de地方創生カードゲーム
のワークショップも取り入れて、寄付を通じたアクションを考えながら、学べて美味しい、先進的な婚活を開催し
ます。

令和1年11月30日
北海道札幌市　会場

燦醸小町大通り店

93
一般財団法人くまもと

未来創造基金

寄付で応援「一過性で終わらせ

ないクラウドファンディング」

熊本地震後、熊本ではクラウドファンディングのチャレンジする団体が多いが、「単なるお金集め」に終わってい
る団体が多い。READYFOR 徳永氏を講師にクラウドファンディングを、一過性に終わらせず、参加や協力者を増
やしていく戦略について学び、実際の活動に活かしていく。

2019年11月29日(金)

熊本県熊本市 (熊本市

市民活動支援センター
あいぽーと

94
St.Patrick'sDayinSAP

PORO実行委員会

活動の意義や魅力を発信しよう

～寄付・協賛の考え方と集め方

～

寄付や協賛で運営している本イベント。より効果的な募集方法や広報方法を検討し、今年のアクションにつなげる
企画。

11月中旬～下旬 北海道札幌市

95

株式会社シン・ファン

ドレイジングパート

ナーズ

【認定NPO取得・更新にも対

応】継続寄付者獲得

BOOTCAMP

大好評だったこの３社合同のセミナーが２年振りに開催決定！今回は、継続寄付獲得をテーマに、事例やノウハウ
を提供し、実際に伴走支援も可能な、認定NPO取得・更新にも役に立つセミナーを開催。

2019年12月5日
東京都

SENQ霞が関

96 北海道チャプター 寄付クリスマスパーティー
参加者が寄付つき商品やフェアトレード商品をもちよりプレゼント交換。及び、会費に寄付金を含め、参加者にて

寄付先を決定していく。
12月某日(１日間) 北海道札幌市内

97
特定非営利活動法人 岡

山NPOセンター

岡山における子どもの虐待・貧

困などの問題解決に関するプロ

ジェクト　合同キャンペーン

岡山における子どもの虐待・貧困などの問題解決を進めるために、シェルター、居場所、アウトリーチなど、様々

な形で支援に取り組む組織が合同でキャンペーンを行い、問題への理解を広げ、「おかやま子ども基金（仮）」の

設置へと繋げていく。

2019年12月1日～31

日予定
岡山県

98
ファンドレイジングク

ラブ東北

第2回　ファンドレイジング勉

強会

マンスリーサポーターを2カ月で260人達成したベストプラクティス事例報告を切り口とし、ファンドレイジングと

は仲間作りであり、寄付行為は活動の主役になることである、というその本質についての理解をNPO関係者と深め
合うことを主目的としています。

2019年11月10日 宮城県仙台市

99 describe with

「SDGs de 地方創生」カード

ゲームワークショップ体験会～

自分たちのまちのSDGs～

今この地域を動かす際にどんな仕組みがあるのかを体感したうえで、SDGsというものを活かし未来を描きます。
これをカードゲームで体感し、深めていく。その際に、身近なソーシャルなアクションとして「寄付」を取り上
げ、いかに社会とつながっていくかを考えるワークショップ企画。

2019/11/9 北海道岩見沢市

100 合同会社Dialogger

セカイトツナガル　寄付×

SDGs

1dayカードゲームワーク

ショップ「2030SDGs」

「SDGs de 地方創生」

午前は、SDGsカードゲームワークショップ「2030SDGs」をプレイして、なぜこの時代にSDGsが必要なのかを深
堀り、社会貢献教育プログラムも取り入れ寄付などのソーシャルなアクションがいかに世界や社会とつながってい
るのかを体感する。そして午後からはカードゲームワークショップ「SDGs de 地方創生」で自身の住んでいるまち
を自身と近い視点で考え、アクションプランを考えます。実際のまちづくりがどのように行われているのかを体験
する企画。

2019/12/14 北海道札幌市

101 株式会社オガワヤ

学生がKIFUを活かしてアク

ションしていく！～サスティナ

ブルな学生団体の運営とは

学生団体で新しい仲間をどう作っていき、活動資金をどう確保するのか。その時に寄付というものをどのように活
用してアクションを広めていくのかを学ぶワークショップ。また、2年目以降も継続して関わってもらうためにど
のような工夫が運営には必要なのか組織マネジメントに関しても学ぶ。

2019/12/11 北海道札幌市

102

東京学芸大学附属国際

中等教育学校ソーシャ

ルアクションチーム

キフ・ダイアローグ　〜ユース

と語るキフとソーシャルアク

ション〜

10代の中高生と寄付とソーシャルアクションについて語り合う時間。 2019年12月 東京都



103
日本ファンドレイジン

グ協会静岡チャプター
Giving Tuesday 静岡

寄付が盛んなアメリカで行われているgiving tuesdayにあやかって、今年のgiving tuesday当日に静岡のバーで、
寄付について語り合うイベントを開催。参加費と飲食代の一部を寄付として参加者で、災害被災地か支援団体など
に贈る予定。

12月3日 静岡県静岡市

104 株式会社オガワヤ 利益の1%を未来の子供たちへ 弊社の1年の利益の1%を地元のNPOに寄付します。ムーブメントを作っていくために大々的に公表し、地元の企業

が地元の子供たちやNPOに貢献する流れを作ります。
12月1~31日 北海道札幌市

105 13LABO チャリティー交流会 毎月行われている13LABO交流会の売り上げの一部を地元のNPOや学童保育などの子供たちに還元します。 12月1日～31日 北海道札幌市

106
日本ファンドレイジン

グ協会静岡チャプター

「さんかく」で寄付と参画を考

える会（仮）

来年焼津にオープン予定のみんなの図書館「さんかく」で、クラウドファンディングの振り返りを通じて寄付と参
画について考える会を開催。「さんかく」の大きなテーマの一つが「地域の学びの自給自足」ということで、クラ
ウドファンディングの経験を振り返り、地域の人達と共有する機会を設ける。
※「さんかく」は設立資金の調達としてクラウドファンディングを実施し、見事50人を超える支援者（10月25日現

在）の参画によって当初目標の50万を達成した。

2020年1月31日 静岡県焼津市

107 株式会社078
カムカムシンコウベ チャリ

ティクリスマス ガンの撲滅

12月1日 から12月25

日
兵庫県内

108
日本ファンドレイジン

グ協会東北チャプター
寄付月間展示とキフカッション 平成元年台風19号被災に対する支援寄付募集に関する展示とキフカッションを行う

2019年12月1日～26

日
宮城県仙台市

109 熊本YMCA YMCA年末募金

寄付キャンペーンを実施する。（テーマ「こども」「若者」「国際協力」）
－経済的な困難を抱えるこどもたちへの支援（参加費助成）
－グローバルリーダーシップの育成（平和体験学習、英語研修等への派遣）
－国際協力・国際交流（東ティモール、タイ等の支援、韓国等との交流）
－災害復興支援・防災活動（熊本地震、台風15・19号被災地支援）

2019.11.1～2020.1.31 熊本県

110

NPO法人和歌山からJ

リーグチームをつくる

会

アルテリーヴォ和歌山ファン感

謝デー・未来への贈り物コー

ナー

サッカーチーム アルテリーヴォ和歌山のファン感謝イベント来場の方々に
①１合のお米あるいは文房具を持ち寄っていただき支援団体に届ける。
②キフティングコーナーを設置し、リフティング回数×１０円の募金を募る（プレ開催あり）

①12/22　 ②12/22

（12/6プレ開催）
和歌山県和歌山市

111
NPO法人CANPANセン

ター
キフカッション in 岡山

寄付について語り合うディスカッションイベント「キフカッション」を岡山県岡山市で開催する。
地域のNPO関係者を中心に、土曜日の夜に集まり、飲みながらフランクな場でお互いの寄付経験や寄付への思いを
語り合う。

2019年11月30日

（土）
岡山県岡山市

112
NPO法人CANPANセン

ター
キフカッション in 佐賀

寄付について語り合うディスカッションイベント「キフカッション」を佐賀県佐賀市で初めて開催する。

地域のNPO関係者を中心に、土曜日の夜に集まり、飲みながらフランクな場でお互いの寄付経験や寄付への思いを

語り合う。

2019年12月頃 佐賀県佐賀市

113
NPO法人CANPANセン

ター
キフカッション in 群馬

寄付について語り合うディスカッションイベント「キフカッション」を群馬県高崎市で初めて開催する。

地域のNPO関係者を中心に、金曜日の夜に集まり、飲みながらフランクな場でお互いの寄付経験や寄付への思いを

語り合う。

2019年11月1日

（金）
群馬県高崎市

114
NPO法人CANPANセン

ター
キフカッション in 愛知

寄付について語り合うディスカッションイベント「キフカッション」を愛知県名古屋市で初めて開催する。
地域のNPO関係者を中心に夜に開催し、飲みながらフランクな場でお互いの寄付経験や寄付への思いを語り合う。

2019年11月3日

（日）
愛知県名古屋市

115
NPO法人CANPANセン

ター
キフカッション in 対馬

寄付について語り合うディスカッションイベント「キフカッション」を長崎県対馬で初めて開催する。

地域のNPO関係者を中心に夜に開催し、飲みながらフランクな場でお互いの寄付経験や寄付への思いを語り合う。

2019年11月11日

（月）
長崎県対馬市

116
NPO法人CANPANセン

ター
キフカッション in 横浜

寄付について語り合うディスカッションイベント「キフカッション」を神奈川県横浜市で初めて開催する。

地域のNPO関係者を中心に夜に開催し、飲みながらフランクな場でお互いの寄付経験や寄付への思いを語り合う

2019年11月28日

（木）
神奈川県横浜市

117
NPO法人CANPANセン

ター
キフカッション in 山形

寄付について語り合うディスカッションイベント「キフカッション」を山形県山形市で初めて開催する。

地域のNPO関係者を中心に夜に開催し、飲みながらフランクな場でお互いの寄付経験や寄付への思いを語り合う

2020年1月14日

（火）
山形県山形市

118 READYFOR株式会社
子ども支援NPOのためのクラウ

ドファンディング講座
子ども支援の分野で活動をしている非営利団体の方向け、クラウドファンディングの勉強会を11月から12月にかけ
開催する。通常のクラウドファンディング講座と同様、基礎的な内容から、子ども支援に特化する形での具体的に
どういうことを気をつけた方が良いのかについて、ポイントを押さえながら、解説する。

2019年11月〜12月
東京都

READYFOR株式会社
オフィス

119
認定NPO法人 日本ファ

ンドレイジング協会
寄付の教室＠都立高島高等学校

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11日、12日、17

日
東京都立高島高等学校

120
認定NPO法人 日本ファ

ンドレイジング協会
社会貢献教育＠尚絅学院大学

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」のカスタマイズ版を同校にて開催。

11月13日、11月20日
宮城県

尚絅学院大学

121
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・
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16日～17日

岡山県
岡山学芸館高等学校

122
認定NPO法人 日本ファ

ンドレイジング協会

社会に貢献するワークショップ

＠都立武蔵野北高等学校
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に「寄付」や「ボランティア」を通じて参加することを学べる、社会
貢献教育プログラム「社会に貢献するワークショップ」を同校にて開催。

2020年2月5日 東京都立武蔵野北高校

123
認定NPO法人 日本ファ

ンドレイジング協会

社会に貢献するワークショップ

＠都立両国高等学校
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に「寄付」や「ボランティア」を通じて参加することを学べる、社会
貢献教育プログラム「社会に貢献するワークショップ」を同校にて開催。

2020年2月19日 東京都立両国高等学校

124

グローバルチャプター

（日本ファンドレイジ

ング協会）

世界で活躍するファンドレイ

ザーから学んだこと～

International Fundraising

Conference 2019　参加報告会

～

グローバルチャプターメンバーが出席したResource Alliance主催のIFC2019に関する参加報告会を実施
2019年11月13日

（水）19:00～21:00

東京都

AAR Japan　6F会議ス
ペース

125

グローバルチャプター

（日本ファンドレイジ

ング協会）

グロ茶会Vol.3 　寄付月間ver.
グローバルチャプターを取り囲むファンドレイザーとともに、ゆるくつながる場を設ける。食（エスニックやアフ

リカなど支援先に関わる地方のもの）をきっかけに、自らの活動や寄付について語り合う。

2019年12月18日

（水）19:00～21:00
東京都内某所

126
高知県ボランティア・

NPOセンター

NPOのためのファンドレイジン

グ（資金調達）セミナー　〜は

じめの一歩を徹底解説〜

NPOが取り組むファンドレイジングの基本的な考え方と実践例を分かりやすく解説する。特に活動を社会や寄付者

に伝えること、NPO組織の運営体制を確立し信頼を得ること、応援者を巻き込むための方法などを解説する。
2019年12月7日

高知県立大学永国寺

キャンパスA106教室

127
一般社団法人 全国レガ

シーギフト協会
遺贈寄付アドバンス研修 遺贈寄付を受けるために必要な実務を、実例を踏まえて、学ぶことができる研修。 2020年1月 東京都内

128
一般社団法人 全国レガ

シーギフト協会
第５回遺贈寄付サロン

各回のテーマに沿って話題・事例提供者にリード頂きながら、遺贈寄付を受けている団体同士の事例やノウハウ、
知見の共有、そして、ネットワークの構築をすることで、寄付者の方々の思いの実現へ向けて行動できる受遺団体
を増やしていくことを目的とした企画。

2020年2月 東京都内

129
NPO法人CANPANセン

ター
寄付カタログ in 富山

寄付について語り合うディスカッションイベント「キフカッション」を富山県で初めて開催する。
地域のNPO関係者を中心に夜に開催し、飲みながらフランクな場でお互いの寄付経験や寄付への思いを語り合う

2019年12月中 富山県内

130

第29回香川県ボラン

ティア・NPO交流集会

実行委員会

第29回香川県ボランティア・

NPO交流集会

福祉という領域だけでなく、地域コミュニティの一員でもある企業やその他地域団体の連携により、庵治地区を対
象として行政も含めた「総働」による地域課題解決・「地域力」の維持・向上を実現するための視察・討論を行う
ための交流会。

2019年12月 香川県

131

特定非営利活動法人Ｆ

ｉｎｅネットワークな

がさき（県民ボラン

みんなの交流フォーラム 県内のＮＰＯ・企業・行政他興味がある人向けの企画 11月25日 長崎県長崎市

132

ボーイスカウト日本連

盟社会連携・広報

フォーラム小委員会

[鹿児島会場]全国社会連携・広

報フォーラム

地域との協同を進めながら、情報発信や助成金などについて学ぶ。また寄付月間について考え、ボーイスカウト日

本連盟で取り組む「全国募金箱調査」について協力を依頼する
2019.5.26-27

鹿児島県「鹿児島市民

文化ホール」およびオ

ンライン

133
高知県「ＦＲＪ２０１

９」参加者グループ

ＦＲＪ２０１９振り返り会＆高

知ファンドレイジング交流会
ＦＲＪ２０１９参加者による学びの共有と県内ファンドレイジング活動の紹介。県内ファンドレイザーおよび県内
でファンドレイジングに携わる方達との交流。

2019年12月 高知県高知市
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ボーイスカウト日本連

盟社会連携・広報

フォーラム小委員会

[愛媛会場]全国社会連携・広報

フォーラム

地域との協同を進めながら、情報発信や助成金などについて学ぶ。また寄付月間について考え、ボーイスカウト日

本連盟で取り組む「全国募金箱調査」について協力を依頼する
2019.8.24

愛媛県「愛媛県生涯学

習センター」

135

ボーイスカウト日本連

盟社会連携・広報

フォーラム小委員会

[大阪会場]全国社会連携・広報

フォーラム

地域との協同を進めながら、情報発信や助成金などについて学ぶ。また寄付月間について考え、ボーイスカウト日

本連盟で取り組む「全国募金箱調査」について協力を依頼する
2019.8.24

大阪府「大阪スカウト

会館」

136

ボーイスカウト日本連

盟社会連携・広報

フォーラム小委員会

[兵庫会場]全国社会連携・広報

フォーラム

地域との協同を進めながら、情報発信や助成金などについて学ぶ。また寄付月間について考え、ボーイスカウト日

本連盟で取り組む「全国募金箱調査」について協力を依頼する
2019.9.1

兵庫県「兵庫県立のじ

ぎく会館」

137

ボーイスカウト日本連

盟社会連携・広報

フォーラム小委員会

[富山会場]全国社会連携・広報

フォーラム

地域との協同を進めながら、情報発信や助成金などについて学ぶ。また寄付月間について考え、ボーイスカウト日

本連盟で取り組む「全国募金箱調査」について協力を依頼する
2019.9.28

富山県「富山県教育文

化会館4階会議室」

138

ボーイスカウト日本連

盟社会連携・広報

フォーラム小委員会

[山形会場]全国社会連携・広報

フォーラム

地域との協同を進めながら、情報発信や助成金などについて学ぶ。また寄付月間について考え、ボーイスカウト日

本連盟で取り組む「全国募金箱調査」について協力を依頼する
2019.9.28

山形県「霞城セントラ

ル23階会議室」

139

ボーイスカウト日本連

盟社会連携・広報

フォーラム小委員会

[千葉会場]全国社会連携・広報

フォーラム

地域との協同を進めながら、情報発信や助成金などについて学ぶ。また寄付月間について考え、ボーイスカウト日

本連盟で取り組む「全国募金箱調査」について協力を依頼する
2019.10.27

千葉県「千葉県総合ス

ポーツセンタースポー

ツ科学センター第一研

修室」

140

ボーイスカウト日本連

盟社会連携・広報

フォーラム小委員会

[北海道会場]全国社会連携・広

報フォーラム

地域との協同を進めながら、情報発信や助成金などについて学ぶ。また寄付月間について考え、ボーイスカウト日

本連盟で取り組む「全国募金箱調査」について協力を依頼する
2019.10.27

北海道「北海道神宮社

務所」

141

ボーイスカウト日本連

盟社会連携・広報

フォーラム小委員会

[岐阜会場]全国社会連携・広報

フォーラム

地域との協同を進めながら、情報発信や助成金などについて学ぶ。また寄付月間について考え、ボーイスカウト日

本連盟で取り組む「全国募金箱調査」について協力を依頼する
2019.11.23

岐阜県「下呂交流会

館」

142

ボーイスカウト日本連

盟社会連携・広報

フォーラム小委員会

[神奈川会場]全国社会連携・広

報フォーラム

地域との協同を進めながら、情報発信や助成金などについて学ぶ。また寄付月間について考え、ボーイスカウト日

本連盟で取り組む「全国募金箱調査」について協力を依頼する
2019.11.23

神奈川県「青少年交流

支援スペースさくらリ

ビング第一研修室」

143

ボーイスカウト日本連

盟社会連携・広報

フォーラム小委員会

[奈良会場]全国社会連携・広報

フォーラム

地域との協同を進めながら、情報発信や助成金などについて学ぶ。また寄付月間について考え、ボーイスカウト日

本連盟で取り組む「全国募金箱調査」について協力を依頼する
2019.12.1

奈良県「リサイクル館

かしはら」

144

ボーイスカウト日本連

盟社会連携・広報

フォーラム小委員会

[宮城会場]全国社会連携・広報

フォーラム

地域との協同を進めながら、情報発信や助成金などについて学ぶ。また寄付月間について考え、ボーイスカウト日

本連盟で取り組む「全国募金箱調査」について協力を依頼する
2019.12.1

宮城県「宮城県連盟会

議室」

145

ボーイスカウト日本連

盟社会連携・広報

フォーラム小委員会

[沖縄会場]全国社会連携・広報

フォーラム

地域との協同を進めながら、情報発信や助成金などについて学ぶ。また寄付月間について考え、ボーイスカウト日

本連盟で取り組む「全国募金箱調査」について協力を依頼する
2019.12.1

沖縄県「豊見城市中央

公民館」

146

ボーイスカウト日本連

盟社会連携・広報

フォーラム小委員会

[香川会場]全国社会連携・広報

フォーラム

地域との協同を進めながら、情報発信や助成金などについて学ぶ。また寄付月間について考え、ボーイスカウト日

本連盟で取り組む「全国募金箱調査」について協力を依頼する
2020.1.11 香川県

147

ボーイスカウト日本連

盟社会連携・広報

フォーラム小委員会

[山口会場]全国社会連携・広報

フォーラム

地域との協同を進めながら、情報発信や助成金などについて学ぶ。また寄付月間について考え、ボーイスカウト日

本連盟で取り組む「全国募金箱調査」について協力を依頼する
2019.1.11 山口県

148

ボーイスカウト日本連

盟社会連携・広報

フォーラム小委員会

[愛知会場]全国社会連携・広報

フォーラム

地域との協同を進めながら、情報発信や助成金などについて学ぶ。また寄付月間について考え、ボーイスカウト日

本連盟で取り組む「全国募金箱調査」について協力を依頼する
2020.1.19 愛知県

149

ボーイスカウト日本連

盟社会連携・広報

フォーラム小委員会

[新潟会場]全国社会連携・広報

フォーラム

地域との協同を進めながら、情報発信や助成金などについて学ぶ。また寄付月間について考え、ボーイスカウト日

本連盟で取り組む「全国募金箱調査」について協力を依頼する
2020.1-25-26 新潟県

150

ボーイスカウト日本連

盟社会連携・広報

フォーラム小委員会

[長野会場]全国社会連携・広報

フォーラム

地域との協同を進めながら、情報発信や助成金などについて学ぶ。また寄付月間について考え、ボーイスカウト日

本連盟で取り組む「全国募金箱調査」について協力を依頼する
2020.2/1-2 長野県

151

ボーイスカウト日本連

盟社会連携・広報

フォーラム小委員会

[和歌山会場]全国社会連携・広

報フォーラム

地域との協同を進めながら、情報発信や助成金などについて学ぶ。また寄付月間について考え、ボーイスカウト日

本連盟で取り組む「全国募金箱調査」について協力を依頼する
2020.2.8-9

和歌山県「海洋セン

ター」

152

ボーイスカウト日本連

盟社会連携・広報

フォーラム小委員会

[埼玉会場]全国社会連携・広報

フォーラム

地域との協同を進めながら、情報発信や助成金などについて学ぶ。また寄付月間について考え、ボーイスカウト日

本連盟で取り組む「全国募金箱調査」について協力を依頼する
2020.2.15 埼玉県

153

ボーイスカウト日本連

盟社会連携・広報

フォーラム小委員会

[秋田会場]全国社会連携・広報

フォーラム

地域との協同を進めながら、情報発信や助成金などについて学ぶ。また寄付月間について考え、ボーイスカウト日

本連盟で取り組む「全国募金箱調査」について協力を依頼する
2020.2.23

秋田県「秋田県青少年

交流センター」

154

ボーイスカウト日本連

盟社会連携・広報

フォーラム小委員会

[京都会場]全国社会連携・広報

フォーラム

地域との協同を進めながら、情報発信や助成金などについて学ぶ。また寄付月間について考え、ボーイスカウト日

本連盟で取り組む「全国募金箱調査」について協力を依頼する
2020.2.23

京都府「京都連盟会議

室」

155

ボーイスカウト日本連

盟社会連携・広報

フォーラム小委員会

[三重会場]全国社会連携・広報

フォーラム

地域との協同を進めながら、情報発信や助成金などについて学ぶ。また寄付月間について考え、ボーイスカウト日

本連盟で取り組む「全国募金箱調査」について協力を依頼する
2020.3.14 三重県

156
ボーイスカウト日本連

盟社会連携・広報
フォーラム小委員会

[岡山会場]全国社会連携・広報

フォーラム

地域との協同を進めながら、情報発信や助成金などについて学ぶ。また寄付月間について考え、ボーイスカウト日

本連盟で取り組む「全国募金箱調査」について協力を依頼する
2020.3.14 岡山県

157
ＮＰＯ法人やまぐち県

民ネット２１

山口にちなんだ絵本等の寄付、

実施中！
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企画。 11月1日～12月31日 山口県内

158 一般社団法人daimon さんかくアクション！

沖縄のメインストリート「国際通り」を遊びの空間として活用し、ストリートサッカー・ウォーキングサッカー・
車椅子サッカーなど体験型イベントを開催。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〜1月 沖縄県那覇市国際通り

159 宮下真美
きふたび×寄付カッション㏌富

山・石川・福井
富山・石川・福井の寄付にまつわる場所を訪ねると共に、寄付についてのディスカッションを重ねていきます。 12/7土-8日

富山県・石川県・福井

県

160 イノウエヨシオ
きふたび×寄付カッションin宮

崎
宮崎県の寄付にまつわる場所を訪ねると共に、寄付についてのディスカッションを重ねていきます。 12/14土 宮崎県

161 株式会社マルシメ 台風19号災害支援金募金
店内に募金箱を設置し、被災地で支援活動を行なう団体を活動支援

10月14日～11月30日

（予定）
秋田県

162
ならファンドレイジン

グ研究会

NPOのための資金調達入門講座

（番外編）寄付についてみんな

で考えよう

奈良市ボランティアインフォメーションセンターのご依頼で今年もファンドレイジング入門講座を、特別版として
前半部分がファンドレイジング講座、後半部分が寄付をする人、受ける人も寄付を考える寄付カッションを行う予
定です。

12月7日（土）開催予

定

奈良市ボランティアイ

ンフォメーションセン

ター

163 Asian Beauty Project 寄付BAR
【飲んで食べてキフる！寄付BAR　OPEN ! 】寄付する人も、寄付しない人もこの日はキフして、ちょっとだけ寄

付について話してみよう。

2019年12月9日

（月）

Otonari stand &

works

164

日本ファンドレイジン

グ協会　東北チャプ

ター

視察研修＠岩手県陸前高田市＆

大船渡市

今回は、岩手県陸前高田市と大船渡市をフィールドにファンドレイジングの学びを深めていきます。
陸前高田市では、岩手県内外からの寄付をご活用し、東日本大震災の津波到達点に桜の植樹を行っている認定特定
非営利活動法人桜ライン311さんを訪問し、実際に植樹の現場を拝見しながら、代表理事の岡本翔馬さんより寄付
者との継続的な関係構築や情報発信などファンドレイズに係るお話をお伺いします。
大船渡市では、官民協働のプロジェクト「キャッセン大船渡」を訪問し、タウンマネージャーの臂徹さんより、地
域との関係づくりやエリアマネジメントなどのお話を伺い、その後参加者同士の懇親を深めます。

11月23日（土）
岩手県陸前高田市およ

び大船渡市
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コラーニングスペース

Heart Lighting Station

弘前

HLS塾 vol.19 『クラウドファ

ンディングでよりよい社会をつ

くる、夢の実現を加速させる

〜クラウドファンディング入門

編』

いまや様々なプラットフォームが立ち上がり、全国あちこちでたくさんのプロジェクトが生まれ、弘前でもクラ
ファンにトライする団体が増えてきています。今回は、鎌倉さんから、まずは入門編としてクラファンのいろはを
教えていただきながら、よりよい社会をつくる方法を一緒に考えたいと思います。

2019年12月16日

（月）

コラーニングスペース

HLS弘前（弘前市土手

町133西谷ビル１F）
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NPO法人CANPANセン

ター
キフカッション in 山梨

寄付について語り合うディスカッションイベント「キフカッション」を山梨県甲府市で初めて開催する。

地域のNPO関係者を中心に夜に開催し、飲みながらフランクな場でお互いの寄付経験や寄付への思いを語り合う
2019/12/4 山梨県甲府市

167
NPO法人CANPANセン

ター
キフカッション in 広島

寄付について語り合うディスカッションイベント「キフカッション」を広島県広島市で初めて開催する。

地域のNPO関係者を中心に夜に開催し、飲みながらフランクな場でお互いの寄付経験や寄付への思いを語り合う
12月1日 広島県広島市

168
NPO法人CANPANセン

ター
キフカッション in 埼玉

"寄付について語り合うディスカッションイベント「キフカッション」を埼玉県さいたま市で初めて開催する。

地域のNPO関係者を中心に夜に開催し、飲みながらフランクな場でお互いの寄付経験や寄付への思いを語り合う"
2019年11月24日 埼玉県さいたま市

169
NPO法人CANPANセン

ター
キフカッション in 松戸

"寄付について語り合うディスカッションイベント「キフカッション」を千葉県松戸市で初めて開催する。

地域のNPO関係者を中心に夜に開催し、飲みながらフランクな場でお互いの寄付経験や寄付への思いを語り合う"
2019年11月9日 千葉県松戸市

170
NPO法人CANPANセン

ター
キフカッション in 藤沢

"寄付について語り合うディスカッションイベント「キフカッション」を神奈川県藤沢市で初めて開催する。

地域のNPO関係者を中心に夜に開催し、飲みながらフランクな場でお互いの寄付経験や寄付への思いを語り合う"
2019年12月14日 神奈川県藤沢市

171
NPO法人CANPANセン

ター
キフカッション in 大分

"寄付について語り合うディスカッションイベント「キフカッション」を大分県大分市で初めて開催する。

地域のNPO関係者を中心に夜に開催し、飲みながらフランクな場でお互いの寄付経験や寄付への思いを語り合う"
2019年12月6日 大分県大分市

172 イノウエヨシオ
きふたび×寄付カッション in 徳

島
徳島県の寄付にまつわる場所を訪ねると共に、寄付についてのディスカッションを重ねていきます。 1月12日 徳島県

173 KIFUBAR

あなたの１杯が、未来をつく

る。／ Kifubar special in

Shibuya

2017年から定期的に開催している”飲めば飲むだけ寄付になるスタンディングバー”KIFUBARをいつもより少し大
きめのスペシャル版を開催します。

2019年12月6日
（金）

東京都渋谷
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特定非営利活動法人石

巻復興支援ネットワー

ク

台風19号災害支援寄付金 全国各地で甚大な被害を及ぼした台風19号の被災地で支援が必要な地域への寄付募集を行う。
2019年12月1日～

2020年3月31日
宮城県

全国キャンペーン
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ボーイスカウト日本連

盟社会連携・広報

フォーラム小委員会

[滋賀会場]全国社会連携・広報

フォーラム

地域との協同を進めながら、情報発信や助成金などについて学ぶ。また寄付月間について考え、ボーイスカウト日本

連盟で取り組む「全国募金箱調査」について協力を依頼する
2020.1.11 滋賀県
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日本ファンドレイジン

グ協会 東北チャプター

Zoom Mujin（オンライン無

尽）powerd by 東北チャプター

zoomを使って行うオンライン飲み会×ファンドレイジングのイベント。ファンドレイジングの情報や最新の取り組

み、推薦したい取り組みを共有する毎回1,000円～を持ち寄り、その日の会話で出てきた非営利組織のプロジェクトな

どを選定し寄付します。

2019年12月17日（火） オンライン（全国）


