
主催団体名 共催団体 企画名称 企画の概要 実施時期 実施場所
1 キフカッション実行
委員会

キフカッション2020 寄付をテーマにした、参加者参加型のディスカッションイベント。
オンラインで12月の平日夜に開催予定。
参加者のみなさんが1年間の寄付を振り返り、寄付の魅力や楽しさについて
語り合います。

2020年12月 オンライン

2 コモンズ投信株式会
社

第12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のスピーチリレー＆寄付のしくみ
SEEDCap授賞式

10月３日 オンライン

3 キフカッション実行
委員会

2020年の寄付ニュース 寄付や募金、チャリティに関する2020年のニュースのストックの中から、
2020年の寄付のトレンドをまとめ、発表するもの。12か月分の寄付の特徴
や傾向を月単位でまとめ、1年間の寄付の動向をまとめ、ブログやSNSで発
表する。

12月 オンライン

4 公益社団法人　日本
フィランソロピー協
会

中高生によるCharity 
Movie Project  ～コロナ
に負けるなＮＰＯ支援～

新型コロナウイルスによって多くの人が影響を受けていますが、日頃から困
難を抱える病気の子どもたち、障がい者、ホームレスなどはいっそう⾟い状
況になっています。「Charity Movie Project」は、支援を必要とする彼らを
支え、奮闘するNPOを応援するプロジェクトです。
中高生の皆さんが主役となり、５つの中から事前に選んだ１つのNPO活動を
オンライン上で学びながら、その活動の大切さを伝える動画を作成し、SNS
を通じて㇐般の人に寄付を呼びかけ、そのお金をNPOに届けます。

2020年8月～2021
年1月　12月に関連
イベントを開催予
定

オンライン上

5 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、助成団体を紹介するページをセンターWEB
サイト内に作成する。助成団体に設立の経緯（歴史やエピソード）、助成に
対する想いをつづっていただきその紹介をする（単にお金持ちの企業がお金
を出しているという訳でなく、その設立には思っている以上に人や団体のこ
ころが深くかかわっているということを一般の人にも知ってもらいたい）。
寄付月間という主旨に沿って、積極的に一般寄付を集めるなどの考えを持
ち、社会との接点をアウトリーチしていく団体を広く発信していく。

既に寄付月間企画
として昨年より今
年に向けて引き続
き継続実施してい
ます。

全国

6 一般財団法人くまも
と未来創造基金

おもやいアワード2020 2020年のテーマ「「子どもたちに明るい未来を送ろう」
将来の熊本に予測される課題の解決に向けて、県民一人ひとりが自ら解決す
る仕組み作り、寄附等の資金の活用法を紹介する。
熊本の将来をよくしたい人たちの気持ちの受け皿になり、活動する団体の
ネットワークを作りサポートする。応援する賛同者を募り、共に未来を作る
仲間を増やす。団体の活動発表、対談（渋澤健氏、肥後銀行頭取笠原氏、財
団専務理事石原）子どもの寄付教育・遺贈寄付について

2020年12月19日
（土）

熊本市

7 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公開
セミナー（伴走型連続セ
ミナー）

９月の公開セミナーに参加した団体の中から５団体程度を公募・選考し、連
続セミナーで伴走支援する。実践の中から学びを深める。

１０月から１月 島根県

8 株式会社グッドス
ポーツ

みかんリレーマラソン～
震災復興チャリティ～

リレーマラソンを開催し、参加費の中から１名様あたり１００円を東日本大
震災の復興支援の義援金として送金します。

１２月に実施 東京都

9 一般財団法人全日本
大学サッカー連盟

ONE GOAL ONE COIN 本連盟が主催する全国大会にて、ONE GOAL につき ONE COIN を本連盟よ
り寄付する。
寄付額算出方法
・対象大会内１ゴールにつき¥500 を寄付
・「異議」「遅延」による悪意ある警告 1 枚につき、寄付額の総額からマイ
ナス¥100
・1 発退場（内容は問わず）につき、寄付額の総額からマイナス¥500
・警告・退場がない試合の場合、1 試合につき¥1,000 を寄付
本連盟では技術の向上はもちろんのこと、フェアプレーの精神を大切にし、
学生たちの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指す。
学生が直接的に金銭的な社会貢献活動をするのは困難であるが、本企画を通
して、大会における選手の活躍（勝利に向けた熱くフェアなプレー）によっ
て間接的に社会貢献に携わってもらい、将来的に社会のために、誰かのため
に活躍できる人材を育成していくが目的。

12月から3月（4大
会）

関東

10 一般財団法人全日本
大学サッカー連盟

来場者数寄付 本企画は本連盟が主催する全国大会において、来場者1名につき1円の寄付を
行うというもの。
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。
また多くの方に試合を観に来てもらうことが選手の高いモチベーションにつ
ながる。
ただし、新型コロナウイルスの影響で観客を入れることができない場合は、
試合を配信し視聴数×1円で寄付を行う。その場合寄付の上限を100,000円。

12月から3月（4つ
の大会）

関東

11 寄付ナビ合同会社 無料で参加！LINE友だち
追加で、30円を寄付

寄付ナビ公式LINEアカウントの友だち追加1人につき、寄付ナビ合同会社か
ら認定NPO法人かものはしプロジェクトに30円を寄付します。

10/1〜12/31 全国キャンペーン

12 千葉県富里市 なし 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」へ寄附されま
す。ふるさと応援寄附金へ寄附された寄附金については、市内で公益的な活
動をしている団体が申請する市民活動支援補助金の採択事業への原資として
活用しています。※公益財団法人ちばのWA地域づくり基金が以前実施して
いた、「カンパイチャリティキャンペーン」の行政版です。

令和２年１２月１
日（火）～令和３
年１月３１日
（日）

富里市内の賛同店
舗

13 一般財団法人くまも
と未来創造基金

「おもやいアワード
2020」子どもたちへ明る
い未来を贈ろう！

目的）１．熊本地震後に活発となった市民活動や、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る。
２．将来の熊本に予測される課題の解決に向けて、県民一人ひとりが自ら解
決する仕組み作り、寄附等の資金の活用法を紹介する。
３．熊本の将来をよくしたい人たちの気持ちの受け皿になり、活動する団体
のネットワークを作りサポートする。応援する賛同者を募り、共に未来を作
る仲間を増やす。
プログラム
「おもやいアワード」
第 1 部 活動報告
第 2 部 「子どもたちへ明るい未来を送ろう」
　トークセッション：「子どもたちに明るい未来を送ろう」60 分
「チャレンジ 1592・Appleseed 基金」財団の活動紹介）
第 3 部 交流会

12月19日（土）13
時30分～17時

熊本市

14 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。

2020年12月11日
（予定）

東京都



主催団体名 共催団体 企画名称 企画の概要 実施時期 実施場所
15 パブリックリソース
財団

フィッシュファミ
リー財団（共同主
催）

チャンピオン・オブ・
チェンジ日本大賞表彰式

「チャンピオン・オブ・チェンジ」日本大賞は、米国のオバマ前大統領が発
案した“Champion of Change”賞を2013年に受賞したボストン在住の日本女
性、厚子・東光・フィッシュさんの思いから生まれたもので、米国の地域の
社会問題にチャレンジし、社会貢献活動に尽力している市民を表彰する
“Champion of Change”賞と同じように、日本で地域社会に根ざし、活動して
いる女性に光を当てることを目的に2017年に創設されました。
日本においても、超高齢社会、大災害、子どもの貧困、地域社会の疲弊等、
様々な社会問題に直面した時に、勇気をもって自ら行動を起こし、地道に活
動を続け、地域社会の課題解決や新たなシステ
ムの構築に取り組んできた女性たちがいます。
この賞は、そんな女性リーダーたちの活動に光を当て、賞を贈ることで日本
女性のロールモデルを示すことを願って生まれました。
本年は、コロナ禍で大変な影響を受けつつも、その中で状況に対応し、強い
想いをもって自分や周囲を鼓舞しながら、それぞれに新しい取り組みを行い
続けてきた女性リーダーの皆様に対して、その活動を称え、エールを送るべ
く、全国から他薦で応募された候補者の中から、1名の大賞受賞者と4名の入
賞者を表彰いたします。

12月7日（月） オンライン開催

16 日本郵便株式会社 寄付金付年賀はがきを
買って、新年の挨拶とと
もに寄付をしよう！

年賀状に寄付金を付加し、集まった寄付金は全国各地の社会貢献活動を行う
団体に配分する。

2020年11月～2021
年1月

全国各地の郵便局
など

17 熊本YMCA YMCA年末募金 寄付キャンペーン（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（熊本豪雨、熊本地震支援）

2020.11.1～
2021.1.31

主に熊本県

18 神奈川県 寄付月間展示　～NPOを
応援しよう！～

本県では、NPOの自立的活動を支援するために、寄附促進事業を実施してい
る。その一環として、かながわ県民センターにおいて、寄付月間に関する展
示や県内で活動しているNPO法人の活動紹介を行うことで、寄附文化の醸成
を図るとともに、NPOの認知度向上を図ることを目的とする。

令和２年12月12日
～12月28日

かながわ県民セン
ター

19 逗子文化プラザ市民
交流センター

寄付セミナー～私たちに
できること～

・寄付セミナーオンライン配信
・館内にて、収集ボランティアコーナー特別展示設置
（歯ブラシ、ベルマーク、Tシャツ、小型家電、インクカートリッジ、ペッ
トポトルキャップ、小型充電式電池、入れ歯、CD、使用済切手、外貨コイ
ン）

・特別展示期間12
月1日～12月31日

逗子文化プラザ市
民交流センター

20 新潟県共同募金会 にいがた・新テーマ型募
金

共同募金運動の一つとして、福祉活動を行う非営利団体と共同で募金を集め
る。福祉事業の推進と、エントリー団体のファンドレイジング力の強化を目
的に実施。原則としてエントリーしてもらった団体に募金を集めてもらい、
集めた全額と集めた金額に応じた加算助成金が団体に助成される。事務局は
各団体の振込用紙付きのチラシの作成や共同募金のシステムを利用したカー
ド決済の使用などの支援を行う

令和３年１月１日
から令和３年３月
３１日

新潟県

21 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・リサイクルのビジネススキームを通して、自然と寄付につながる
仕組みです。換金ノウハウを最大限活かし、余すこと無く寄付へつなげま
す。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
付も行います。

キャンペーンを12
月中実施

インターネットを
通して、全国

22 公益財団法人ふじの
くに未来財団

ネンイチ2020 助成事業報告会 ２０２０年１１月
２０日

静岡県

23 （一財）非営利組織
評価センター

グッドガバナンス認証団
体　寄付一覧

寄付月間にあわせて、当センターが実施しているグッドガバナンス認証の取
得団体の中から積極的に寄付集めを行っている団体を紹介する特設ページを
開設する。寄付をしたいと思っている方や企業等に、信頼性の高い団体を寄
付先として紹介する。

12月 全国キャンペーン

24 （一財）非営利組織
評価センター

遺贈寄付入門講座 当センターが実施しているグッドガバナンス認証の取得団体を対象に遺贈寄
付の入門講座をオンラインで開催する。信頼性の高い団体に遺贈寄付を進め
ることで、遺贈寄付や寄付の文化を推進する。

11月 オンライン（東
京）

25 キフカッション実行
委員会

寄付に関するゼミ（10
月）

10月に寄付について話題になった事象を研究課題としてとりあげ、参加者で
討論するイベントをオンラインで開催する。
研究課題をそれぞれの参加者が考え、他の方とディスカッションすること
で、寄付に関する理解を深めていく。主に、ソーシャルセクターの寄付を集
める側を対象に開催するものである。

10月下旬 オンライン（東
京）

26 ZENTECH ありがとう見える化コ
ミュニティ基金「ZEN」

スマートフォンのアプリを使って寄付を集め、ユーザー同士の「ありがと
う」のやりとりを通じて自動的に地域の市民活動団体に寄付を分配します。
地元の西条高校の生徒などにも参加してもらう予定です。

2020年12月 愛媛県西条市

27 一般社団法人　市民
活動サポートあまみ
ん

あまみんやくだち隊＆暖
かい支援！　交流会

一社）あまみんでは、市民活動支援人材登録制度‟やくだち隊”があります。
現在３２名の登録数。参加費５００円。うち、３００円を天草市内２か所の
養護施設へクリスマスケーキ代の一部に充てたいと思っています。

2020.11．27
（金）PM６：００
～８：００

天草市複合施設　
ここらす　会議室
ABC会議室

28 株式会社セールス
フォース・ドットコ
ム

株式会社バリュー
ブックス

チャリボン at Salesforce 
Live

自社主催のバーチャルイベント「Salesforce Live」の社会貢献アクティビ
ティとして、株式会社バリューブックスが運営するチャリボンに参加し、お
客様と一緒に古本寄付に取り組みます。

2020年11月2日
（月）〜12月18日
（金）

オンラインで全国

29 寄付月間＠日本大通
実行委員会

kosha33ライフデザ
インラボ／認定NPO
法人地球学校／一般
社団法人 ユースクラ
シック／ライフドッ
ク横浜／NPO法人日
本補助犬情報セン
ター／NPO法人 
Sharing Caring 
Culture／食べるをた
のしく／理科クラブ

寄付でつなぐ未来へのバ
トン2020～新しい未来へ 
”Re-connect”

今年は参加８団体で進めます。コロナ禍のイベント開催は難しい中、新しい
つながり方を模索します。そのため、今年のテーマは「新しい未来へ ”Re-
connect”」です。
たとえば、参加団体紹介は、昨年はパネル展示でしたが、今年は動画で紹介
します。寄付の教室も動画を活用し、オンラインで投票する方向です。
今までと同じ企画も新しい方法で実施したら、どうなるだろう。どんなカタ
チで何ができるか、それはやってみなければわからない。ということで、新
しい未来への一歩となる2020企画です。

12月。メイン企画
は12/5,6ほか未定

ライフデザインラ
ボ＆オンライン

30 木村　昭 なし １日5県１周キフカッ
ション　ザ・セカンド・
イヤー

茨城、千葉、埼玉、群馬、栃木の５県を車で１日で周り、各地で地元の人と
寄附について語り合うイベント。昨年も実施し、今年が２回目。毎年続けて
いきたい。今年はコロナの影響を無視できず、マスク着用、ソーシャルディ
スタンスを維持しながら、年末の街で寄附を語り合う。

2020年12月の週末
の１日

茨城県、千葉県、
埼玉県、群馬県、
栃木県。

31 Gunma Social Design 
Lab.

寄付カッション in 群馬 群馬にゆかりある人に集まっていただき、群馬ならではの寄付の事例や、こ
れからの寄付に関するディスカッションをオンラインで開催する

未定 オンライン（Zoom
利用）

32 株式会社バリュー
ブックス

チャリボンサイト掲
載団体すべて（128団
体）

買取額を10%アップする
キャンペーン

本の買取金額が希望する団体への寄付金となる仕組みチャリボンの買取金額
を11月16日～12月31日の期間10％アップする。

11月16日～12月31
日

全国

33 公益財団法人とっと
り県民活動活性化セ
ンター

とっとり世界子どもの日
寄付キャンペーン

県内企業・事業者や飲食店と寄付つき商品（カンパイチャリティー含む）を
企画し、世界子どもの日（11月20日）をキックオフとして12月31日までの
期間に集まった寄付金を県内の子ども・子育ての支援を行う団体へ寄贈する
取り組み。

2020年11月20日
~2020年12月31日

鳥取県内全域

34 公益財団法人とっと
り県民活動活性化セ
ンター

米子商工会議所、倉
吉商工会議所、鳥取
商工会議所など

CSRマッチングセミナー
（3回シリーズ）

「SDGs」「企業の社会貢献（CSR）」「寄付」を切り口に、県内の営利組
織と非営利組織（地域を含む）の出会い・交流の場を創出し、よりよい地域
への協働の取り組みを推進する。寄付月間（12月）期間中の開催を3回中2回
を予定しており、「寄付」の要素を強く打ち出す。

2020年11月20日、
12月4日、12月17
日（※それぞれ予
定）

鳥取県内全域（オ
ンライン開催を予
定）



主催団体名 共催団体 企画名称 企画の概要 実施時期 実施場所
35 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SDGs推進会議
活動交流会（共感【寄
付・ボランティア】を集
めるテーマ別活動交流
会）

当センターが事務局を務める「とっとりSDGs推進会議」の登録団体や登録
者を主な対象として、鳥取県内の2030年におけるSDGsの達成に向けていく
つかのテーマを設けて意見交換を通して今後の動きへとつなげる交流会。
テーマのひとつに「寄付」を設けて実施する。

2020年12月17日 鳥取県内全域（オ
ンライン開催を予
定）

36 木村　昭 なし 「５県端っこKIFU英雄」
を探す。

茨城、千葉、埼玉、群馬、栃木の５県の県境が集まるエリアは、各県の
「端っこ」。そんなエリアに「KIFU英雄」はいるのか、５県の端っこで探
してみる。

2020年12月 茨城、千葉、埼
玉、栃木、群馬各
県

37 木村　昭 なし 「KIFU童話」を探す 寄附行為が登場する童話を探し、自分のFacebookで紹介する。 2020年12月 茨城県
38 一般財団法人スマイ
ル財団

日本赤十字社と正式
にパートナーシップ
を締結しています。

スマイルドネーション®　
https://www.smiledonatio
n.org/

＜世界初の社会貢献SNS機能搭載の寄付文化創造を目指しています。こちら
が企画書です。＞

https://1870802b-0f57-4193-b2e2-
d365f1be88ea.filesusr.com/ugd/26f01f_8e52700f555c4f1da82c69432db541
78.pdf

常時 全国

39 お宝エイド 【オンライン】SDGs
ボードゲーム体験会1104
＠ZOOM

一般社団法人未来技術推進協会が制作し、累計1,000名以上が参加し、学生
から社会人まで誰でも楽しみながらゲームを通じてSDGsを学べる「SDGs
ボードゲーム」をオンラインツール「ZOOM」を使って体験会を実施いたし
ます。参加者とSDGsを繋ぎ、社会課題を自分ゴト化することを目的としま
す。
【イベントページURL】
https://sdgs1104.peatix.com/

2020年11月4日 全国（オンライ
ン）

40 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2020　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」きっかけを創出します。今回は、コロナ影響下における活動事
例紹介や、クラウドファンディングを通じて共感を得る手法を学びながら、
これからの活動について「対話」を通じて考えます。

2020年12月13日
（日）

神奈川県川崎市

41 千葉市民活動支援セ
ンター（指定管理
者：まちづくり千
葉・リベルタちば・ 
まちづくり商会 共同
事業体）

市民活動ステップアップ
講座「団体の資金調達を
考える～寄付集めの重要
ポイント大公開！～」

市民活動団体の組織運営に従事している、またはこれから従事しようとして
いる人を対象にした、組織運営に必要な知識やスキルを身につけることを目
的とした講座。「資金集め」を大きなテーマとし、市民活動団体の主要な資
金源である寄付に焦点をあて、寄付集めで大切なこと（ファンづくり、お礼
の仕方、具体的な寄付集めの方法）などについて学べる内容とする。資金調
達全般の基礎知識についても触れる。一方的な講義だけのスタイルでなく、
ワークショップ等も取り入れた参加型のプログラムとすることも検討する。
講師は、フリーランスファンドレイザーの浅井美絵さん。対面（10名程度）
とオンライン（20名程度）の、ハイブリッド方式で開催する。

2020年12月12日 千葉県千葉市

42 tsumiki証券株式会社 レオス・キャピタル
ワークス株式会社

エールをあなたに！キャ
ンペーン

投資はお金の力で自分だけではなく社会も豊かにするすてきな行為だと私た
ちは考えています。この想いに賛同いただき、投資をはじめたお客さまに
「世の中にいいこと」をプレゼント（500円分の寄付または投資信託）しま
す。お客さまの投資、そして寄付など意志あるお金の使い方の第一歩を応援
することで、「心の豊かさ」を感じていただければと願っています。

2020年12月末～
2021年3月初旬
（予定）

全国キャンペーン

43 キフカッション実行
委員会

寄付に関するゼミ（１１
月編）

11月に寄付について話題になった事象を研究課題としてとりあげ、参加者で
討論するイベントをオンラインで開催する。
研究課題をそれぞれの参加者が考え、他の方とディスカッションすること
で、寄付に関する理解を深めていく。主に、ソーシャルセクターの寄付を集
める側を対象に開催するものである。

11月下旬 東京（オンライ
ン）

44 キフカッション実行
委員会

寄付について学ぶ動画10
選

最近、YouTube等の動画サイトで、寄付をテーマにしたコンテンツも少しず
つ吹ている。今回の動画10選では、寄付を集めるNPO等の動画ではなく、
寄付者の立場で寄付について語っている、素晴らしい動画を集め、あらため
て寄付の意義や価値について考え学ぶためのコンテンツを目指す。

11月頃 オンライン

45 公益財団法人パブ
リックリソース財団

4人組バンドsumika Dress farm 2020基金 新型コロナウイルス感染症の治療等にあたる医療従事者の方々を応援するた
めに、そして今、瀕死の状況に追い込まれつつある日本のエンタテインメン
トを支える人たちを支援するために、4人組バンド『sumika』が発起人と
なって、『Dress farm  2020基金』を立ち上げました。
sumikaの特設サイトで発表された、新曲4曲・未発表ライブ映像4曲の価値
をみなさんそれぞれに決めていただき、その価値に見合った金額をこの基金
に寄付していただくことを呼び掛けています。
このご寄付をもとに、第一線で新型コロナウイルス感染症の治療等にあたる
医療機関・医療従事者を支える活動に、そしてエンタテインメントの中でも
特に音楽ライブを支えてくださっている専門スタッフ（フリーランスの個
人）の方々を対象に助成することで、一日でも早くこの危機を乗り越え、新
たな活動が始められるよう、医療やエンタテインメントを守る一助になるこ
とを目指します。

2020/05/28～
2020/12/31

全国キャンペーン

46 公益財団法人パブ
リックリソース財団

一般社団法人日本音
楽事業者協会、一般
社団法人日本音楽制
作者連盟、一般社団
法人コンサートプロ
モーターズ協会

Music Cross Aid -ライブ
エンタメ従事者支援基金-

ライブエンタメ従事者支援基金「Music Cross Aid」は、日本音楽事業者協
会、日本音楽制作者連盟、コンサートプロモーターズ協会という３団体が主
管し、責任と大志を持って困窮している事業者や音楽エンターテインメント
スタッフに引き渡す公益民間プロジェクトとして、6月11日に公益財団法人
パブリックリソース財団内に創設。行政発の経済支援策に頼るだけではな
く、音楽業界自らが立ち上がり、エンターテインメントを支えてきた様々な
技術者や団体を大きく支援する、リアリズム溢れた待望の支援プロジェクト
です。
本基金に寄せられた寄付金・プロジェクト収益金を原資として、新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止によって活動停止を余儀なくされた日本のライブエ
ンタテインメント文化事業の担い手である事業者（法人）や専門スタッフ
（個人）に対して、今後の活動に必要な資金を助成します。

2020/06/11～終了
時期未定

全国キャンペーン

47 とちぎコミュニティ
基金

サンタdeラン 実行委
員会

第5回子どもの貧困撃退
チャリティサンタdeク
リーン大作戦＆eスポー
ツ

子どもの貧困問題について市民が自らの力で解決する行動の機会をつくるこ
とを目的にします。特に今年は新型コロナウイルス感染症禍の影響により社
会的・経済的に脆弱な状態にある世帯と子どもたちの「格差の再拡大」解消
への支援を行います。栃木県内で子どもの貧困問題に取り組むＮＰＯ等団体
の合同企画とし、各団体の活動動資金を集め、貧困問題や支援を知る啓発の
機会とします。毎年実施していたチャリティラン の内容を変更し、今年は
クリーン大作戦とeスポーツによる参加のイベントとします。

12月20日、他 栃木県宇都宮市、
他

48 一食一善プロジェク
ト実行委員会

特定非営利活動法人 
八幡浜元気プロジェ
クト

一食一善プロジェクト２
０２０

「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ます。

本プロジェクトは、2017年からはじまった地域ぐるみの取り組みで、参加す
る住民・飲食店・地域活動団体それぞれにメリットのある“三方良し”の地域
活性化プロジェクトでもあります。

私たちは、本プロジェクトを通じて、地域活動団体の組織力を高めながら地
域内の寄付文化の醸成を図り、豊かで暮らしやすい八幡浜の実現を目指して
います。

https://www.minatto.net/onemeal-onegood

2020年12月1日〜
2021年2月28日

愛媛県八幡浜市



主催団体名 共催団体 企画名称 企画の概要 実施時期 実施場所
49 キフカッション実行
委員会

寄付に関するゼミ（１２
月編）

11、12月に寄付について話題になった事象を研究課題としてとりあげ、参加
者で討論するイベントをオンラインで開催する。
研究課題をそれぞれの参加者が考え、他の方とディスカッションすること
で、寄付に関する理解を深めていく。主に、ソーシャルセクターの寄付を集
める側を対象に開催するものである。

12月 オンライン（東
京）

50 キフカッション実行
委員会

寄付に関するゼミ（1月
編）

12、1月に寄付について話題になった事象を研究課題としてとりあげ、参加
者で討論するイベントをオンラインで開催する。
研究課題をそれぞれの参加者が考え、他の方とディスカッションすること
で、寄付に関する理解を深めていく。主に、ソーシャルセクターの寄付を集
める側を対象に開催するものである。"

2021年1月 オンライン（東
京）

51 株式会社伝七ステー
ション

株式会社日本伝統
ビューロー

伝七邸ESD-SDGsスクー
ル

三重県四日市出身の偉人である第十世伊藤伝七翁は、渋沢栄一翁とともに、
当時東洋一の紡績会社、東洋紡の創設に尽力された。明治29年に第十世伊藤
伝七翁が移設され、現存する国の登録有形文化財「伝七邸」では、伝七翁の
足跡にならい、交流を生み三重県のこれからを創る「伝七邸プロジェクト」
を発足。
この度、プロジェクトの次世代教育事業として大学生等を対象に「伝七邸
ESD-SDGsスクール」を継続的に実施。
初回は、これからを生き抜く知恵を先人から学ぶ観点及び、国際競争力を持
つ企業を生み出した渋沢栄一翁と第十世伊藤伝七翁の想いが時代を超えて若
者にメッセージを送る機会として、渋澤健氏による講演を予定する。
経済とSDGs並びに次世代人財育成の立場から寄付に触れ、学生の視野を広
げ、興味誘因させ、参加者にこれからの三重県を考えるきっかけを創出して
いきたい。

2020年12月2日
（水）

三重県四日市市

52 認定NPO法人 日本
ファンドレイジング
協会

寄付の教室＠都立向丘高
等学校

社会貢献教育プログラム「寄付の教室」を都立向丘高等学校１年生向けに開
催。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、そして様々な価値観や考え方の違いを認識し、互いに助け合
い自分たちがベストだと考える応援方法を選択していくことの難しさなどを
学ぶプログラムです。

2020年11月18日 都立向丘高等学校

53 認定NPO法人 日本
ファンドレイジング
協会

寄付の教室＠都立足立高
等学校

社会貢献教育プログラム「寄付の教室」を東京都立足立高等学校１年生向け
に開催。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、そして様々な価値観や考え方の違いを認識し、互いに助
け合い自分たちがベストだと考える応援方法を選択していくことの難しさな
どを学ぶプログラムです。

2020年11月25日 都立足立高等学校

54 認定NPO法人 日本
ファンドレイジング
協会

寄付の教室＠都立竹台高
等学校

社会貢献教育プログラム「寄付の教室」を都立竹台高等学校３年生向けに開
催。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、そして様々な価値観や考え方の違いを認識し、互いに助け合
い自分たちがベストだと考える応援方法を選択していくことの難しさなどを
学ぶプログラムです。

2020年12月2日 都立竹台高等学校

55 認定NPO法人 日本
ファンドレイジング
協会

jfra感謝の集い2020 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、「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 オンライン

56 一般材法人町田市地
域活動サポートオ
フィス

町田市市民協働フェス
ティバル「まちカ
フェ！」10days

町田市内の市民活動団体が、市内各地やオンラインで市民活動を体感できる
イベントを実施します。開催イベントの中には、チャリティバックの販売、
福祉バザー、寄贈品募集など寄付に関連したイベントも実施されます。

12月4日～12月13
日

東京都町田市

57 京都市市民活動総合
センター（運営：特
定非営利活動法人
きょうとNPOセン
ター）

京都市下京区西木屋町通
上ノ口上る梅湊町83番地
の１（河原町五条下る東
側）「ひと・まち交流館 
京都」２階

よりよい社会を目指し、NPO・市民活動を行う人々がいます。 けれども、
そうした人たちの思いだけでは、なかなか活動が広がりにくいのも現状で
す。
活動を応援し、支える基盤が社会にあれば、それらの活動はより力強く未来
にアプローチしていくことができるはず。そんな思いのもと、京都市市民活
動総合センターでは、寄付文化を根付かせる取組みを行っています。
市民活動支援クリスマス・チャリティ・コンサートでは、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）2020」の基金として役
立てさせていただきます。

2020年12月5日
（土）14：00～
16：00

京都府

58 デロイト トーマツ グ
ループ

Impact Every Day 強化月
間2020

デロイト トーマツ グループでは、Impact Every Dayというイニシアティブ
を立ち上げています。Impact Every Dayとは、デロイト トーマツ グループ
で働くメンバーが、地域社会の課題を知り、共感し、そして、解決のための
行動をとることを推進するための取り組みです。2020年11・12月をImpact 
Every Dayイニシアティブの強化月間とし、社職員の新たな行動の第一歩と
なるよう、様々な企画を展開しています。特に12月は、「寄付月間〜Giving 
December」と連動して寄付に焦点を当てたプログラムを実施します。メイ
ン企画として、「Giving Together 2020 〜 寄付で未来にIMPACTを」を予定
しています。7つの団体の方々からオンラインで活動紹介・寄付の呼びかけ
を行っていただき、デロイトロゴグッズ（エコバック・Tシャツなど）の返
礼品付きの寄付の募集を社内で実施します。この他、古本寄付プログラム利
用の呼びかけや、エシカルウィンターギフトの販売、FITチャリティ・ラン
2020参加、オンラインボランティア活動の紹介などを予定しています。

2020年11月から12
月

全国キャンペーン

59 渡邉文隆 寄付の「そもそも」勉強
会ーチャリティって何？
フィランソロピーって
何？

寄付をするにあたって知っておくとちょっとすっきりするような、寄付の
「そもそも論」を解説するオンラインセミナーです。京都大学経営管理大学
院の博士後期課程で寄付について研究をしている渡邉文隆が、「チャリ
ティ」と「フィランソロピー」とは何か、この２つは何が違うのか、どんな
風に世の中の役に立つのか、寄付者はどういうプロセスで意思決定している
のか、といった話題を説明し、皆さんと意見交換したいと思います。

2021年3月 オンライン

60 jfraボランティアチー
ム

バースデードネーション　
気軽な相談会（オンライ
ン）

誕生日をキッカケに自分の応援したい活動に寄付を呼び掛けるバースデード
ネーションについて、全国どこからでも参加できる気軽なオンライン相談会
です。

あなたの誕生日を応援のエネルギーに変えませんか？

開催は定例（毎週土曜日を予定）　ご相談いただければ個別日程での開催も
可。

2021年12月～2021
年３月

全国キャンペーン
＠Zoom

61 日本ファンドレイジ
ング協会大学チャプ
ター

大学チャプターオンライ
ン勉強会 Vol.11「地方大
学におけるファンドレイ
ジング」

9月に開催された「ファンドレイジング日本2020オンライン」。ダイアログ
セッションでは「あなたは出身大学に寄付したことがありますか？～大学
ファンドレイザーが語る地方国立大学の課題と戦略～」と題し、山形大学と
琉球大学の事例を紹介しました。
今回は島根大学と徳島大学の事例を、「地方創生」・「地域連携」の観点も
含めてご紹介いただきます。
今般のコロナ禍における独自の学生支援やクラウドファンディングについ
て、皆さんと学び会う時間にしたいと思います。

11月27日 オンライン開催

62 認定NPO法人日本
ファンドレイジング
協会

ファンドレイジング・
ジャーナル連載企画「寄
付者に聞いてみた、私が
寄付をする理由」

当会が推進する社会貢献教育事業へご寄付くださる方に、寄付に託す思いを
お伺いし、その思いを、オンラインメディアで可視化することにより、その
経験を社会全体で広く分かち合うことを目的とする

2020年11月～2021
年3月末まで

オンラインメディ
ア
「https://jfra.jp/fund
raisingjournal/」



主催団体名 共催団体 企画名称 企画の概要 実施時期 実施場所
63 桐蔭学園小学校アフ
タースクール

ブック・チャリティ・ア
クション

当アフタースクールにおいて、子どもたちと社会がつながる活動の一環とし
て、寄付活動をしたいと考えています。
具体的には以下の活動を想定しています。
・保護者、こどもたちから”本”の寄付を募ります。(12月の一か月間を想定)
集められた本をチャリボン(https://www.charibon.jp/)を通じて社会課題解決活
動を行うNPOに寄付をします
・寄付先の選定は、大人の方で3~5団体ほどに絞って子どもたちに選んでも
らう想定です。

12月の一か月間を
予定

桐蔭学園小学校ア
フタースクール内

64 認定NPO法人ポケッ
トサポート

ポケサポ・クリスマス会
2020～プレゼント購入資
金寄付キャンペーン～

ポケットサポートでは今年も12月20日に病気を抱える子どもやきょうだい、
ご家族と一緒にクリスマス会をオンラインZOOMにて開催します。病気と闘
いながら頑張っている子どもたちに素敵なプレゼントを渡すことができれ
ば、子どもたちはきっと笑顔になってくれると思います。みなさんの思いが
集まってギフトとなり、子どもたちの生きる力に変わってくれると信じてい
ます。皆様からの温かいご支援をお待ちしております。

amazon現物寄付によるクリスマスプレゼントの寄付の他、クレジットカー
ドと銀行振り込みによる寄付を受け付けています。購入したクリスマスプレ
ゼントはクリスマス会に参加する子どもたちだけでなく、入院中や自宅療養
中の子どもたちにも送付して、素敵なクリスマスを過ごしてもらう予定で
す。

2020年11月2日
（月）～12月15日
（火）

キャンペーン特設
ページにて開催

65 グローバルチャプ
ター（日本ファンド
レイジング協会）

コロナ禍の海外ファンド
レイジング事例～「IFC 
Online 2020」参加しまし
た（仮）

2020年10月13～16日にオンライン開催されたResorce Alliance（英国）主催
のファンドレイジングカンファレンス「IFC online 2020」。セッションで発
表された事例のいくつかを共有する勉強会をオンライン開催します。

2020年12月16日
（水）19:30～
21:00

オンライン

66 DOG CAT HUMAN　
（Asian Beauty 
Project)

寄付ブランドDOG CAT 
HUMAN　スポットカ
フェ

寄付ブランドDOG CAT HUMANを立ち上げ、お披露目とＰＲのためにス
ポットカフェをＯＰＥＮします。犬も一緒に過ごせるカフェ。大人、子ども
向けのワークショップも開催します。

11月14、29日　12
月2回、1月2回（日
にち未定）予定

東京都板橋区仲宿
商店街内

67 特定非営利活動法人
岡山NPOセンター

団体×寄付＝○○
「みんなでつくるアドベ
ントカレンダー」

【目的】
　「寄付」について紹介する記事を毎日ひとつずつweb上にあげて、読者が
寄付について触れる機会をつくる。寄付の多様な価値に気付くきっかけにす
るとともに、寄付による社会参加の促しを図る。
【方法】
　24団体に、団体における寄付の意味（価値）について取材し、12月1日か
らひとつずつ紹介する。各団体に、「団体名 × 寄付 ＝ ○○」という形で回答
してもらい、その写真と内容を、FacebookやインスタなどのSNSにて発信
する。また、24団体分の取材記事（フォーマット）は、カレンダー状にして
市民活動支援センターに掲示する。

12/1～12/24 web上

68 公益財団法人日本対
がん協会

特定非営利活動法人
ピースウィンズ・
ジャパン、特定非営
利活動法人日本ＩＤ
ＤＭネットワーク、
特定非営利活動法人 
シェア＝国際保健協
力市民の会

相続・遺言セミナー「お
ひとりさまのための終
活」

遺贈寄付についての関心が高まっているが、どうしたらよいのかわからない
という方も多い。そこで、「おひとりさま」を対象としたセミナーを開催
し、最後の社会貢献としての遺贈寄付について、わかりやすく伝える。

２０２１年１月２
２日

日本

69 一般社団法人Earth 
Company

賛同パートナーの複
数のNPOに声をかけ
たいと思ってます
が、いまのところ未
定です。

新卒NPO職員が語るソー
シャルアクション～Z世
代が語る寄付の価値観～

NPO・社会的企業に新卒入社をしたZ世代の4-5人職員が集まり、寄付につい
て語るオンラインイベントを開催する。若い世は、クラウドファンディング
での支援になれていて、「応援」の意味を込めた寄付に慣れ親しんでいる。
寄付をする際に、まずは身近なところから応援するという価値観を広げ、共
感していただける視聴者にはそれぞれの団体への寄付を紹介する。（１団体
ではなく、それぞれが発表）
前半は、1人5分で団体説明＋NPOで働くきかっけをプレゼン(20-30分)
中盤は、私にとっての「寄付」というテーマでパネル・キフカッション(20-
30分)
後半は、NPOで働くソーシャルキャリアについて(20-30分)
全体で90分のZoomを使ったオンライン配信を予定。広報はFacebook Page
とPeatixの使用を予定しています。

12月第2週を予定 オンライン

70 キフカッション実行
委員会

寄付に関するゼミ（2月
編）

1,2月に寄付について話題になった事象を研究課題としてとりあげ、参加者
で討論するイベントをオンラインで開催する。
研究課題をそれぞれの参加者が考え、他の方とディスカッションすること
で、寄付に関する理解を深めていく。主に、ソーシャルセクターの寄付を集
める側を対象に開催するものである。

2月下旬 東京（オンライ
ン）

71 キフカッション実行
委員会

寄付に関するゼミ（3月
編）

2，3月に寄付について話題になった事象を研究課題としてとりあげ、参加者
で討論するイベントをオンラインで開催する。
研究課題をそれぞれの参加者が考え、他の方とディスカッションすること
で、寄付に関する理解を深めていく。主に、ソーシャルセクターの寄付を集
める側を対象に開催するものである。

3月下旬 東京（オンライ
ン）

72 キフカッション実行
委員会

ネット購入ができる寄付
付き商品（パーティー
編）

12月の自宅でのパーティーシーズンにおいて、手軽に寄付付き商品（食べ
物）が取り寄せができるように、ネットで購入できる寄付付き商品を調べて
一覧を作成して情報提供を行う。これで誰もが簡単にチャリティパーティー
ができるようになる。

12月 東京（オンライ
ン）

73 キフカッション実行
委員会

寄付＋アフェリエイトで
「キフリエイト」プロ
ジェクト

寄付を目的にアフェリエイトを行う活動、それが「キフリエイト」。数年前
から実施しているキフリエイトを12月の寄付月間で広く呼び掛けて参加者を
募る。12月、あるいは1年間のキフリエイトの実績と寄付先についてみんな
で共有し、発信する。寄付の一つの方法として周知を図る。

12月 東京（オンライ
ン）

74 キフカッション実行
委員会

横浜市社会福祉協議
会

セミナー講師で寄付月間
紹介！プロジェクト（横
浜編）

同委員会の関係者がセミナー講師と呼ばれた際に、寄付月間の紹介を行い、
寄付月間への参加を呼び掛けるもの。あわせて、セミナーの内容と寄付を絡
ませて、寄付の可能性をセミナー参加者に伝える。（横浜市における助成金
セミナー）

11月 神奈川県横浜市

75 キフカッション実行
委員会

東京都スポーツ文化
事業団

セミナー講師で寄付月間
紹介！プロジェクト（東
京・スポーツ編）

同委員会の関係者がセミナー講師と呼ばれた際に、寄付月間の紹介を行い、
寄付月間への参加を呼び掛けるもの。あわせて、セミナーの内容と寄付を絡
ませて、寄付の可能性をセミナー参加者に伝える。（東京都ににおけるス
ポーツ団体向けの情報発信セミナー）

11月 東京都

76 キフカッション実行
委員会

三浦市民交流セン
ター

セミナー講師で寄付月間
紹介！プロジェクト（三
浦市編）

同委員会の関係者がセミナー講師と呼ばれた際に、寄付月間の紹介を行い、
寄付月間への参加を呼び掛けるもの。あわせて、セミナーの内容と寄付を絡
ませて、寄付の可能性をセミナー参加者に伝える。（神奈川県三浦市におけ
る助成金セミナー）

12月 神奈川県三浦市

77 （一財）非営利組織
評価センター

東京学芸大学附属国
際中等教育学校

セミナー講師で寄付月間
紹介！プロジェクト（東
京・高校編）

当センターの関係者がセミナー講師と呼ばれた際に、寄付月間の紹介を行
い、寄付月間への参加を呼び掛けるもの。特に、寄付に大事なNPOの信頼性
をテーマにしたセミナーであることから、寄付とNPOの信頼性についてわか
りやすく説明を行う。（高校の授業におけるNPOの評価セミナー）

11月 東京都練馬区

78 （一財）非営利組織
評価センター

一般社団法人SINKa セミナー講師で寄付月間
紹介！プロジェクト（北
九州編）

当センターの関係者がセミナー講師と呼ばれた際に、寄付月間の紹介を行
い、寄付月間への参加を呼び掛けるもの。特に、寄付に大事なNPOの信頼性
をテーマにしたセミナーであることから、寄付とNPOの信頼性についてわか
りやすく説明を行う。（北九州市における組織評価セミナー）

11月 福岡県北九州市

79 （一財）非営利組織
評価センター

一般社団法人SINKa セミナー講師で寄付月間
紹介！プロジェクト（福
岡編）

当センターの関係者がセミナー講師と呼ばれた際に、寄付月間の紹介を行
い、寄付月間への参加を呼び掛けるもの。特に、寄付に大事なNPOの信頼性
をテーマにしたセミナーであることから、寄付とNPOの信頼性についてわか
りやすく説明を行う。（福岡市における組織評価セミナー）

11月 福岡県福岡市



主催団体名 共催団体 企画名称 企画の概要 実施時期 実施場所
80 （一財）非営利組織
評価センター

長野NPOセンター セミナー講師で寄付月間
紹介！プロジェクト（長
野編）

当センターの関係者がセミナー講師と呼ばれた際に、寄付月間の紹介を行
い、寄付月間への参加を呼び掛けるもの。特に、寄付に大事なNPOの信頼性
をテーマにしたセミナーであることから、寄付とNPOの信頼性についてわか
りやすく説明を行う。（長野市における組織評価セミナー）

12月 長野県長野市

81 東京大学社会連携部　
天尾　美花

【寄付付き商品】寄付月
間マスクで日本中に寄付
の輪を広めよう！

洗えるマスクに寄付月間ロゴを使用したオリジナルマスクを作製。予定価格
500円（仕入れ450円、販売手数料30円、梱包10円、寄付10円）で200枚の
限定生産。ターゲット：寄付に関心のあるすべての人。好評ならば、適宜増
産し販売する。【タイアップ企画（予定）】賛同パートナー、リードパート
ナー加入団体を増やそう！→各自治体や学校、企業のトップに趣旨説明し、
賛同パートナー、リードパートナーに参画してもらい、寄付を広める。そし
て可能なら、トップに寄付月間マスクを着用してもらい、メディアを使って
更に寄附の輪を広める！！寄付月間ロゴ入りのマスクケースも作製し、販売
したいです。

2020年11月―2021
年3月

全国キャンペーン

82 東京大学社会連携部　
天尾美花

賛同パートナー、リード
パートナー加入団体を増
やそう！突撃

各自治体や学校、企業のトップに趣旨説明し、賛同パートナー、リードパー
トナーに参画してもらい、日本中に寄付文化を広める。そして可能なら、
トップに寄付月間マスクを着用してもらい、メディアを使って更に寄附の輪
を広める！！【タイアップ企画（予定）】【寄付付き商品】寄付月間マスク
で日本中に寄付の輪を広めよう！

2020年11月―2021
年3月

全国キャンペーン

83 jfraボランティアチー
ム

寄付月間2020公式認定企
画体験レポートby jfraボ
ランティアチーム(略称検
討中！)

jfraボランティアチーム有志で寄付月間2020公式認定企画に参加して、その
レポートをボランティアチームFBページ
(https://facebook.com/jfra.volunteer/)に投稿して、寄付月間を参加者として
盛り上げます！

2020年11月〜2021
年3月

https://facebook.co
m/jfra.volunteer/

84 みんなでつくる財団
おかやま

なし 寄付つきカクテル 協力飲食店を募り、協力団体のバーで寄付つきカクテルを一杯飲んでもらう
と、1杯あたり決めた金額がみんなでつくる財団おかやま各種基金に寄付さ
れます。
協力店に興味のある分野の寄付を選んでもらいます。

12月 bar.comptoir（バー
コントワール）な
ど　岡山市内の
バー

85 子どもの権利を学ぶ
会

スポーツチャリティにつ
いて学ぶ

ベースボール・レジェンド・ファウンデーション代表の岡田真理さんを講師
にお招きし、子どもに関わるスポーツチャリティの取り組み事例を共有いた
だき、スポーツチャリティのことを学ぶ。
勉強会の最後にはベースボール・レジェンド・ファウンデーションへの寄付
もお願いする運営を検討。

2020/12/7 zoom（全国から参
加可能）

86 フリーランスファン
ドレイザー三人娘

フリーランスファンドレ
イザー三人娘大感謝祭
2020＠オンライン

フリーランスファンドレイザー三人娘によるトークセッション＆無料相談会 2020年12月15日 オンライン開催

87 認定NPO法人とす市
民活動ネットワーク

CSO（NPO)のための市
民活動応援講座～ファン
ドレイジングこそ最大の
情報発信～

NPOの広報、ＳＮＳ活用、ファンドレイジングを学んでみたい方のために講
座を開催します。

２０２０年１２月
５日

佐賀県

88 チームGOEN ふじぽんキッズ　寄付の
イラストコンテスト2020

ふじぽんキッズのかのんちゃんが「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」の第三弾です。
「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）2020年11
月1日~12月31日　
（審査・発表）
2021年2月上旬ま
で

全国

89 ＮＰＯ法人やまぐち
県民ネット21・山口
県

山口県の絵本を贈ろう 私たちＮＰＯ法人やまぐち県民ネット２１が制作した絵本・昔話・山口県の
自然に関するたくさんの冊子を、県内の団体や子どもたちに贈る寄付のイベ
ント

１２月１か月のイ
ベント時に配布

山口県

90 ＮＰＯ法人やまぐち
県民ネット21

山口県 非営利組織の戦略的な財
源調達ノウハウ獲得セミ
ナー　新型コロナ禍の活
動と資金調達、組織基盤
強化を考える

新型コロナによる対応を含め、ＮＰＯ向けの助成金、寄付などを中心に、
様々な資金調達方法について、多様な手法や実践事例などを総合的に学ぶ。

令和２年１２月６
日　13：30～15：
30

山口県山口市

91 ハッピーハッピー 寄付付き♡ハッピー福袋 かわいいフェアトレードのセレクトショップ「HAPPYHAPPY（ハッピー
ハッピー）」です。2020年は世界中が大変なできごとに見舞われました。
少しでもお客様、生産者の方にハッピーになってほしい！との想いから、幣
ショップ初の福袋を販売いたします。
①売上の20％をNGO LOOB(LOOB JAPAN)へ寄付。
当店では仕入れ価格と別に売上の10%を製作元であるNGO LOOBに寄付し

ております。「寄付付き♡ハッピー福袋」では、その寄付金額を20%に倍増
して寄付いたします。
②寄付の使い道はお客様の投票
フェアトレード生産者支援、教育サポート支援、団体運営費のいずれかに投
票していただき、最も多かったものを希望使用途としてNGO LOOB(LOOB 
JAPAN)に寄付いたします。お客様はお得（定価の約30％オフ）に商品を購
入できてハッピー！、生産者団体は寄付をもらってハッピー！、というウィ
ンウィンの福袋です。

2020年11月末～
2020年12月末

オンラインショッ
プ、東京都（イベ
ント出店がある場
合）

92 東京大学社会連携本
部

知のプロフェッショナル
の探求～渋澤健の対談シ
リーズ

東京大学基金アドバイザーである渋澤健が、東京大学の研究者と対談し、オ
ンライン配信する。シリーズ第１回目となる今回は、ノーベル賞受賞した梶
田隆章教授（東京大学宇宙線研究所所長・卓越教授）をゲストに迎え、
ニュートリノ研究をはじめ宇宙研究の最前線に立つ取り組みと思いに迫る。

2020年12月上旬～
中旬（日程未定）

オンライン（視聴
無料）

93 千葉県 協働のまちづくりセミ
ナー～休眠預金活用事例
から学ぶ資金調達のポイ
ント

昨年度から休眠預金活用制度が実施され、県内でも複数の実行団体が活動し
ています。また、今年度は県内唯一のコミュニティ財団が資金分配団体に採
択されるなど県内で当制度の広がりが見られます。そこで県内事例を中心
に、説明責任や事業評価が求められる休眠預金を運用して学んだことを共有
するセミナーを開催します。説明責任や事業評価は寄附にも求められること
ですので、寄附を募集したいと考える団体や寄附金が伸び悩んでいる団体の
参考となる内容だと考えます。

12月～1月 オンライン開催

94 一京綜合法律事務所 寄付月間Tシャツを着て
朝ラン

１２月中に朝ランをするときには、寄付月間Tシャツを着て走り、SNSに
アップすることで、寄付月間をPRしていきます。

１２月 走れる場所ならど
こでも

95 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

毎年だれかのためを思うことの多いこの12月に、こどもトラストセミナー寄
付の教室を開催しています。

12月6日　午前　午
後　2回

オンライン

96 コモンズ投信株式会
社

きふかっしょん＠わいが
や

コモンズ投信社内で開催するクローズドランチタイムセッション。毎月1回
開催しているものを今年の12月はキフカッションを企画。

12月16日ランチタ
イム

オンライン

97 コモンズ投信株式会
社

ぱふーむのあることない
こと

コモンズ投信マーケティング部3人が月2回お送りしてるYoutubeライブ。12
月の1回ではキフカッション！わたしたちが行なっている寄付は！？

12月3日12時30分
〜50分

Youtube

98 コモンズ投信株式会
社

【オンライン対談】
こどもトラストのお仲間
に聞く
おかねとの上手な付き合
い方
～水谷さんと藤村さん編
～

コモンズの受益者に聞くこどもたちに伝えたいお金との付き合い方　主に投
資や寄付についてお話をお聞きします。（受益者のこどもたちはこどもトラ
ストセミナー寄付の教室経験者です）

11月25日(水) 20:00
〜21:00

オンライン

99 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
「縁-up！くまもと
2020」

通常は寄附をもとに、公益活動を行う団体へ助成をおこなっている。寄附月
間のイベントとして、寄附を通した社会貢献と寄附による助成事業等をおこ
なっている団体のPR動画を作成し、公開することで、企業や市民の社会貢
献事業を後押しする。

12月11日（金）
14：00～

熊本市



主催団体名 共催団体 企画名称 企画の概要 実施時期 実施場所
100 株式会社協進印刷 感染予防に協力して子供

食堂を応援しよう！

『感染予防のために、できること』小冊子（定価66円）を購入すると、1冊
につき10円が、コロナ禍で開催が難しくなっているこども食堂に寄付される
企画。小冊子は1冊から購入できますが、企業・団体等に名入れ販売も実施
します。
小冊子の詳細はこちら：http://kyoshin-print.co.jp

2020年12月 神奈川県を中心に
全国

101 株式会社SAKURUG 特定非営利活動法人
ジャパンハート

想いをあつめて届けよ
う！～SAKURUGiving 
GO TO 2030～

SNSでみんなの想いをあつめて寄付するプロジェクトです！SNSへアクショ
ンするだけで、その想いをサクラグが寄付にかえて届けます。特設サイトも
開設し、寄付月間を広く啓蒙します。
＜SNS展開例＞
・ツイッター（特設アカウント）：該当ツイートへのリアクションで募金
（1RT=20円など）
・Instagram（会社公式）：「#寄付月間」「#givingdecember」「#私の寄
付2020」のハッシュタグがついた投稿へのアクションで募金（1いいね=20
円など）
※「#私の寄付2020」では社内メンバー個人の寄付活動を紹介
あわせて、社内に募金箱を設置。社内での寄付も募ります。

2020年12月1日～
2020年12月31日

SNSを使った全国
キャンペーン

102 NPOのための弁護士
ネットワーク

寄付に関する無料法律相
談会

弁護士による寄付に関する無料法律相談（１回1時間程度）を実施します。 １２月１日～１２
月２５日

オンラインまたは
電話

103 法務省保護局・更生
保護法人日本更生保
護協会

未定 更生保護における寄附文
化の醸成促進プロジェク
ト・スタートアップイベ
ント（仮）

立ち直り応援基金も含め、更生保護全体における寄附や民間資金の活用を
テーマに、著名人を交えての対談等を行う。

１２月中旬（日に
ちは未定）

法務省内（東京都
千代田区霞が関）

104 東京大学 国際協力学
生団体 GREEN 
HEARTS

春風亭昇吉チャリティ落
語会

落語動画（収録済み）を2,000円で販売し、経費等を差し引いた1,000円を、
認定NPO法人ファーストアクセスを通じて、アフリカの未電化地域の孤児院
等に太陽光ランプを寄贈するために寄付する。

2020年12月～2021
年3月

全国（動画配信）

105 ながすヨダレ会 ながトーク ヨダレが出ちゃうワクワ
ク妄想プレゼン大会

コロナ禍で閉塞感あふれる世界、熊本県北の港町で未来を見据えて始めた
「ヨダレが出ちゃうワクワク妄想会議」、不安な世の中で希望を感じる妄想
トークを語り合ってみて見えてきたのは「afterコロナのニューノーマルな妄
想」でした。
今回は、その妄想を紹介（プレゼン）してみて、視聴者から応援したい活動
（妄想）に寄付してもらう企画を開催します。

12月6日（日） 熊本県長洲町

106 日本ファンドレイジ
ング協会大学チャプ
ター

あなたが選ぶ大学ファン
ドレイジングニュース

・2020年1月〜11月までの大学ファンドレイジングに関連したニュースを募
集する。
・募集方法はgoogleフォームにより、応募者からは氏名・所属・理由・URL
を書いてもらう。
・応募の件数は制限しないが、同一内容の複数回登校は控えてもらう。
・応募内容については大学チャプター運営メンバーにより選考し、大学チャ
プター公式ページのブログにて発表する。（選考は、ランキングを目的とせ
ず、趣旨と外れた内容でないかを確認する）

・募集期間：11月
中旬〜12月中旬の
1ヶ月程度 ・結果
発表：12月下旬

大学チャプター公
式ページにて

107 LOOB JAPAN みんなで学ぼう！SDGs 
in English
Happy learning holiday 
with Filipino!

日本の高校生や大学生に向けたオンラインスタディツアーを行い、その収益
を現地の子どもたちの学資金として寄付する。
(ツアー内容)
SDGsを切り口に、LOOBが行ってきた草の根運動の経験を軸にして、フィ
リピンパナイ島イロイロでのごみ山の環境問題、LGBTQ、教育問題を現地
スタッフと一緒に学べるオンラインスタディツアーを実施。
その収益を、イロイロの貧困層にある子ども達への教育サポート、彼らのオ
ンライン環境の整備代として寄付する。
日本の学生が、SDGsを始めとした社会の問題について学ぶきっかけを作る
とともに、
その参加費を現地の子どもたちの活動に寄付することで、参加者には寄付活
動に参加してもらい、子供達の教育問題やネット環境の改善に寄与できるよ
うなプログラムとなっている。

12/1〜3 オンライン

108 フリーランス 細貝朋
央

NPO伴走者と1年の終わ
りに考える「寄付」のコ
ト～「欲しい未来」へ向
けて「寄付」を考えてみ
よう～

企画者自身が、メンバーとして参加しているオンラインサロン「落合陽一
塾」での塾内限定セッションとして、「寄付」について考えるダイアログ
セッションを行う。12月前に、改めて「寄付」を考えることで、参加者1人
ひとりにとって新しい気づきや視座を得られ、自分にできるアクションを見
出せるような場とする。当日は、ファンドレイジングにおける「寄付」の定
義や位置づけをはじめ、関連する事例やデータなどを紹介しつつ、参加者の
考え・経験を共有しながらダイアログ形式で進めていく予定。

11月22日 zoom（オンライン
開催）

109 actcoin Congrant GoToドネーション ①アンケート調査：寄付に関するイメージや、寄付先を選ぶ決め手に関する
アンケートを実施
②イベント：寄付控除についての知識を提供するイベントや、自身の寄付経
験談をディスカッションするイベントを開催（寄付先に共感・期待したこ
と）など
③メディア記事の執筆：弊社サービス利用者の中で、寄付経験のある方31人
にインタビューをし、記事を執筆。

2020年12月〜2021
年1月

全国キャンペーン
（オンライン）

110 一般財団法人 鎌倉
フェローシップ

公益財団法人 みらい
ファンド沖縄

寄付からはじまるスクー
ルロイヤー地域円卓会議
（仮）

【（公財）みらいファンド沖縄】x【（一財）鎌倉フェローシップ】シンポ
ジウム
沖縄のロースクールで20年近く給付型奨学金の助成活動を続けている（一
財）鎌倉フェローシップと、沖縄地域のコミュニティ財団として沖縄式地域
円卓会議を創ってきた（公財）みらいファンド沖縄が、寄付を通じて繋が
り、地域課題を共有する。今回は「スクールロイヤーはなぜ必要？（仮）」
を子どもの視点やあらゆる角度から考える。

クリスマス（2020
年12月25日）（予
定）

沖縄県琉球大学
（予定）

111 おおいた・おカワリ
プロジェクト

NPO法人地域ひと
ネット　NPO法人
denk-pause　（公
財）おおいた共創基
金　（社福）大分県
社会福祉協議会　
（株）大分まちなか
倶楽部

おおいた・おカワリプロ
ジェクト

7月の大分県日田市の豪雨災害後、みなし仮設約50世帯を対象に冬物物資を
購入するため支援者が寄付しやすい3つの柱で実施中。①おかねで支援　9月
にクラウドファンディングを実施、12月末まで全国から寄付を募る。②もの
で支援　県民が、おおいたまちなかの協力商店に行き洋服、食器、靴等のモ
ノを寄付する　③おうち（絵本）お金や物の購入が難しい人は、家にある絵
本を寄付する。支援者の寄付を見えるカタチにするため、SNSで現地の復興
状況をライブ配信、また被災者の必要な物資のカタログを作成しSNSで紹介
することで寄付から被災者へ届くまでのプロセスを見せる様にしている。
寄付は個人、まごころ企業とし企業、団体は社名をSNS、県のHP、現地で
紹介している。被災地へ何か応援したい皆さん×コロナ禍で大変な状況にあ
る商店街の経済の活性化×被災地支援

8月25日～R3年3月
31日まで

大分県

112 おおいた・おカワリ
プロジェクト×涙活コ
ラボイベント

涙活事務局　NPO法
人リエラ　（一社）
日田市観光協会

涙活チャリティイベント　
おおいた・おカワリプロ
ジェクト×涙活in早稲田大
学学園祭

早稲田大学オンライン学園祭にて、意識的に泣いてストレスを解消する「涙
活」の吉田英史氏とコラボイベントを実施し支援状況の感動リポートや泣け
る感動映像などを通じて皆で涙を流すチャリティイベントを開催し被災地へ
の寄付を募る。涙活の講演の後、　第１部では海外向けの英語バージョン　
第２部、3部ではユーチューバーをゲストに迎え実施した。寄付の仕掛けと
して英語バージョン、発信力のあるユーチューバーをゲストに招いて実施。
視聴者へ被災地の状況が伝わりやすい様にスライドショーで災害時から復興
の状況を紹介した。日田市で復興支援しているNPO団体のコメントも発信し
継続した寄付の必要性を話してもらった。　12月19日には海外のオンライン
プラットフォーム「希望フェス」で寄付のコラボイベントを配信予定。

11/7～12/31 東京都

113 静岡チャプター Actcoinについて知ろう！
（仮）

最初に静岡市障害者協会の山本氏から、Actcoinの連携先団体になった経緯
など、
続いて、Actcoinを運営するソーシャルアクション株式会社の薄井氏から
サービスの概要や今後の展開などについてうかがいます。
また、Actcoinの仕組みを材料として、寄付や社会貢献について参加者同士
で意見交換する場にもしたいと思います。

12月16日 静岡



主催団体名 共催団体 企画名称 企画の概要 実施時期 実施場所
114 コモンズ投信株式会

社
文京学院大学　経営
学部　平田ゼミ

「学生のみなさんが社会
起業家に問う、社会課題
に取り組むということと
と、寄付の力」（仮題）

コモンズ投信が主催するコモンズ社会起業家フォーラムへの参加や、　分譲
学院大学の学生向けに 開講する社会貢献とおカネに関する授業の受講し得
た知識を生かして、社会起業家とのワ ークショップ（インタビュー）に取
り組み、また、学内・学外の様々な年齢層の人々との交 流を通して、同大
学の教育理念である「自立と共生」および「誠実・勤勉・仁愛」に基づいた 
自己の確立を目指そうというワークショップ

11月〜12月 文教学院大学オン
ライン授業

115 コモンズ投信株式会
社

親子の未来を支える
会　日本知的障害者
水泳連盟　日本視覚
障害者水泳連盟

寄付の力〜コモンズ投信
の寄付のしくみ〜（仮
題）

寄付の受け手と出し手にるオンライントークライブ 12月21日（仮） オンライン

116 コモンンズ投信　二
番手の会

二番手の会　寄付を語る 　各団体の事務局の二番手たちをチアーアップする二番手の会は2019年に発
足、任意で参加する形で、現在オンラインで２ヶ月に1回くらいな感じで開
催。　今回は寄付月間にちなんで、事務局が考える寄付の力についてかたり
あってみる会を開催（オンライン）

12月 オンライン

117 コモンズ投信株式会
社

 wework わたしたちが地球にでき
ること〜寄付の力〜

オフライン会場となるweworkとコモンズ投信が共催して、環境をテーマに
活動する非営利組織（earhcompany、他）と企業（候補 ラッシュジャパ
ン）に話を聞く。地球のための活動に寄付がいかに重要な働きをするか、寄
付の受け手と出し手となる営利＆非営利のセッションの実現。

候補日　12月11日
もしくは18日の夜

wework iceberg
（原宿）オフライ
ン、オンラインの
ハイブリッド

118 コモンズ投信株式会
社

コモンズ投信投資先企業
のコロナ禍の寄付レポー
ト

コモンズ投信の投資先企業のコロナ禍の寄付行動をリサーチ＆レポート 12月〜1月 コモンズ投信HP　
ブログ

119 Social Good Creators
（任意団体）

SOCIAL ACTION , 
SOCIAL GOOD.

寄付を含めた世の中をグッドにするヒト・モノ・コトについて語り合いま
す。
オンライン開催で全国各地からの参加が可能で、寄付に関するものを食べ飲
みしながら参加は大歓迎です。

12/12土曜日 全国（オンライン
開催）

120 木暮里咲（個人） 学生ができる寄付 
31ways in 31days

学生として私がしてきた寄付が気軽に寄付を知ることができチャンスなど、
寄付に関する情報を一ヶ月間毎日発信！
Facebook, twitterで毎日発信をし、まとめたものを後にnoteにて公開予定。

12月の1ヶ月間
（12/1~12/31)

オンライン（私の
個人SNSアカウン
ト）

121 jfraボランティアチー
ム×バリューブックス

寄付月間ブックショップ
ラジオ

FRJ2020オンラインで好評だったスピンオフ企画が寄付月間でも！帰ってき
たブックショップラジオ。あの「30分で名著」では店長が頑張って寄付に関
する古典（今回は難解で有名な「合理的な愚か者」アマルティア・セン）を
紹介。そして普段から『寄付』に関わる活動をしているゲストを呼んで「猫
でもしたくなる寄付の話」について語り合う。

12月5日（土）14
時～16時（ゲス
ト、スタッフが揃
えば随時拡大）

オンラインなので
対象は全国

122 特定非営利活動法人　
エンカレッジ

子ども文化祭での寄付プ
ロジェクト

　法人設立以降、サポーターの皆様をお招きし、お礼と日々の成果を発表す
る「成果発表会」を開催してきました。この成果発表会は、2018年度から
「子ども文化祭」という名称に変更し、舞台発表だけでなく、出店販売も挑
戦できるように実施してきました。これまで、延1000人もの方々のご来場頂
いております。
今年度も実施予定でしたが、コロナ渦中、例年通りの実施体制が難しい状況
となりました。しかしながら、子どもたちがサポーターの方々へ、顔を合わ
せて感謝を伝える数少ない機会をなくしたくない。今年の子ども文化祭はオ
ンラインを会場とし、「コロナ渦の状況下・快適な生活のためのアイデアを
共有する」をメインテーマに実施する予定です。また、この感謝を、次世代
へのサポートという形でも伝えていきたい。メインテーマに関する発表と合
わせて、子ども文化祭オンライン会場で、子どもたちがサポートしたい社会
事業等への独自の寄付サイトを構築したいと考えております。なぜサポート
したいのか、これが解決することで何が生まれるのかを子どもたちが考え、
発表と共に、寄付を呼びかけていきます。
寄付企画例
・沖縄のサンゴを守るための寄付企画
・LGBTQ理解のための寄付企画
・コロナウィルス渦中で影響を受けた観光への対策企画　
・幼少期からの学習支援企画　等

2020年12月25日
(金)〜29日(火)

沖縄県を中心に、
オンライン発信

123 特定非営利活動法人
LOOB JAPAN

なし 寄付付きフェアトレード
商品（フェアトレードで
ちょこっと寄付（仮））

フィリピン・パナイ島初の100％ピュアカカオで作られたエシカルなチョコ
レートドリンク・タブレア、珈琲、マロンガイティーを「寄付付きフェアト
レード商品（フェアトレードでちょこっと寄付（仮））」として販売する。
その売上から経費（フィリピンから日本への送料、お客様への送料、広報代
金、タブレア購入費用など）を除いた金額を「寄付金」としてフィリピン現
地の子ども達の学資金等やコロナの影響による困窮家庭への支援金として寄
付をする。
寄付先の子ども達が住む地域は、10人に一人がドロップアウト（中途退学）
してしまう貧困地域である。そのため、子どもたちがドロップアウトせず学
校を卒業できるよう学資金のサポート・識字教育（ノンフォーマル教育）の
必要がある。
また新型コロナウィルスの影響により、仕事がなくなりより困窮している家
庭への支援金として寄付を行う。
寄付者には「お買い物で寄付ができる」という手軽さから、寄付を身近に感
じてもらうこと、そして寄付金がフィリピンの子どもたちの教育サポート、
困窮家庭への支援金に役立てられることで、フィリピンの子どもたちの状況
などを知ってもらうきっかけを提供したい。

販売：12月～1月末 全国キャンペー
ン、オンライン

124 コングラント株式会
社

Donate Board 「Donate Board」は、飲食店と連携したこども支援団体を応援し、より多く
の人に寄付の機会を提供する寄付キャンペーンです。
大阪市の飲食店と協力し、お金が貼れるボード「Donate Board」を店内に設
置します。飲食店を訪れたお客さんが小銭をそのボードに貼ることで、気軽
に寄付をする機会を提供します。専用のランディングページを作成し、どこ
の飲食店にどのくらいの寄付が集まっているか確認することが可能です。
ボードに集まった寄付金額を飲食店からコングラントへ振り込んでもらい、
コングラントから寄付先となるNPOへ寄付金を入金します。
この企画によって、NPOにとってこれまでとは新しい層に寄付してもらえた
り認知を拡大することが可能です。飲食店にとっては、社会貢献に参画して
いるお店というこれまでにない軸でお店を認知してもらえます。

2021年1月~3月 大阪府大阪市

125 大通チャレンジラボ 学生も寄付の仕組みを
使っていいんです！〜寄
付は持続可能なユースの
アクションを実現する1
つの方法〜

学生たちのアクションで問題になるのが活動資金の確保。
コロナ禍で限られた活動の中で、どのように自身たちの思いを伝え、応援し
てもらうのか。
その時に胸を張って「寄付をしてください！」と発信していくにはどのよう
な心持ちが必要なのか。
寄付というものを知識として知り、身近なアクション事例（クラウドファン
ディングなど）を当事者からお話していただくなどで、学びを深めるワーク
ショップ。

12月を予定（コロ
ナの状況により
2021年1～3月への
延期可能性もあ
る。オンライン開
催の変更もある）

札幌市

126 ワークショップデザ
インdescribe with

SDGsに寄付やパート
ナーシップでアクショ
ン！～SDGsボードゲー
ムでソーシャルグッドを
体感

SDGsに対するアクションをの全国の事例を寄付や協働を通して実施してい
くボードゲームを寄付や協働の大切さを体感するワークショップを実施す
る。

12月を予定（コロ
ナの状況により
2021年1～3月への
延期可能性もあ
る。オンライン開
催の変更もある）

北海道（オンライ
ン開催の可能性も
あり）



主催団体名 共催団体 企画名称 企画の概要 実施時期 実施場所
127 ワークショップデザ

インdescribe with
社会に貢献するってな
に？？～寄付やフードロ
スからソーシャルグッド
を体感

小中学生向けにSDGsやソーシャルグッドにつながるアクションはどの様な
ものがあるのか知ってもらい、体験もしてもらうワークショップ。
内容としてフードロスを出さないようにするカードゲームや社会貢献教育プ
ログラムの「寄付の教室」を行う。

12月を予定（コロ
ナの状況により
2021年1～3月への
延期可能性もあ
る。オンライン開
催の変更もある）

北海道（オンライ
ン開催の可能性も
あり）

128 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

寄付の絵本 寄付のチカラを題材に、小学生向けの絵本を制作する。目的は、より多くの
子供が寄付に興味を持つきっかけとなることだ。合計2本の絵本を制作す
る。
一本目『この100円どうしよう』
対象：小学校低学年
テーマ: 寄付のチカラ・影響。寄付の気軽さ。
あらすじ: 100円の使い道に悩んでいた主人公が夢の中で「お金君」たちの世
界に迷い込む。色々なところから集まってきたお金君たち（募金）はあらゆ
るものに変身し、困っている人たちを助けにゆく。その様子を目の当たりに
感動した主人公は夢から覚め、「ぼくの100円も役に立つんだ！」と思い、
寄付に挑戦する。
二本目『鏡の向こうのキミへ』
対象：小学校高学年
テーマ:寄付のチカラ・影響。支援される側とする側の気持ち。
あらすじ:主人公はある日、貧しい子供が映し出された鏡を見つける。鏡の
向こうの貧しい子供は体中怪我だらけで、お金がないために病院に行けない
状況にいた。これを見た主人公はショックを受け、「寄付」という行為をと
おして鏡の向こうの子供を助ける。

2020年10月―2021
年3月

東京都

129 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
いるのかを体感します。 
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、寄付をどのように活
用できるのかを体験します。

12月を予定（コロ
ナの状況により
2021年1～3月への
延期可能性もあ
る。オンライン開
催の変更もある）

北海道（オンライ
ン開催の可能性も
あり）

130 秋田県南NPOエン
ター

横手市共助組織連合
会

感謝を伝える会 １０団体からなる横手市共助組織連合会では毎年冬に高齢者世帯等に対し雪
下ろし等の支えあいの除排雪活動を行なっている。平成２５年度から（連合
会の前身である共助組織代表者ネットワーク会議時代から）雪下ろし作業の
傷害保険、損害賠償保険を社会福祉法人相和会より寄付を頂いており、７年
目となる今年は感謝状を贈り感謝の気持ちを伝える会を開催する。会の運営
は連合会事務局となる秋田県南NPOセンターが執り行う。

令和２年１２月 秋田県横手市

131 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

キフスタグラム 中高生が挑戦しやすい寄付について、インスタグラム上で発信する。
中高生の多くは自分でお金を稼がないため、「寄付」という行為に大きな抵
抗感や距離感を感じやすい。しかし世の中には金銭だけによる寄付の他に
も、色々な形態の寄付がある。例えば古着や古本、書き損じはがき、髪の毛
などの「もの」による寄付がある。また、寄付付き商品を購入することも立
派な寄付行為だ。
このように、本企画では中高生でもできる寄付についてわかりやすくまと
め、シリーズものとして団体の公式インスタグラムアカウントで紹介する。

2020年12月―2021
年3月

全国キャンペーン

132 日本ファンドレイジ
ング協会東北チャプ
ター

調整中 寄付月間　ホスピタル
アートの現場から

ホスピタルアートと東日本大震災の心の復興の活動を通して、寄付が支援し
た現場をしっていただく。

12月1日～12月28
日

仙台市市民活動サ
ポートセンター

133 ポポメリー 「輝ら女」「ライフ
スタイル協同組合」

経験者からあなたへの
メッセージ
〜知って繋がる寄付のカ
タチ〜

誰もができる身近な患者支援にヘアドネーションという髪の毛の寄付があり
ます。「がんの治療の影響でウィッグを必要としている人がいることや、ヘ
アドネーションという寄付のカタチがあることを、多くの人に知って欲し
い」と願うがん経験者の想いに賛同する人々が集まり、ヘアドネーションの
啓発のための動画制作に取り組みます。制作した動画を発信することにより
動画を見た人が、がんに関心をもつきっかけとなればとの想いがあります。
また動画制作に、団体・クリエイター・美容院など、様々な人々が携わり、
繋がっていくことによって、支援の輪を広げていきたいとの願いがありま
す。

12月14日 山口県

134 石巻復興きずな新聞
舎

河北新報「座標」掲載 宮城県で最大シェアを誇る地域紙「河北新報」の識者コラム「座標」にて、
寄付月間の紹介をします

2020年12月1日 宮城県（東北６
県）

135 ＮＰＯ法人室蘭ＮＰ
Ｏ支援センター

北海道立市民活動促
進センター（公益社
団法人北海道地域活
動振興協会）、ＮＰ
Ｏ法人北海道ＮＰＯ
サポートセンター

「寄付の教室」in室蘭 12月の寄付月間に合わせ、寄付が社会に与える影響など「寄付の意味」を改
めて考え、寄付をする側も受ける側も満足できる寄付のあり方について、広
報や情報発信などの実例も交えてお話しします。

2020年12月5日
（土）10時～11時
30分

室蘭市生涯学習セ
ンターきらん　多
目的室

136 コロナ給付金寄付プ
ロジェクト

公益財団法人パブ
リックリソース財
団、ヤフー株式会
社、株式会社トラス
トバンク

コロナ給付金寄付プロ
ジェクト

日本に住む人に一律10万円を給付する「特別定額給付金」を、資金支援を必
要とする分野に寄付する仕組みです。パブリックリソース財団、ヤフー、
「ふるさとチョイス」を運営するトラストバンクらによって設立されたコロ
ナ給付金寄付実行委員会が展開する。寄付サイトでは、(1)医療、(2)福祉・
教育・子ども、(3)文化・芸術・スポーツ、(4)経営困難に追い込まれた中小
企業など、テーマを選んで寄付できます。
寄付サイトは、ヤフーとトラストバンクがそれぞれ開設し、パブリックリ
ソース財団の協力のもと運営されます。なお、ヤフーのサイトではTポイン
トでも寄付が行なえます。
コロナ給付金寄付プロジェクト実行委員会サイト：https://corona-kifu.jp/

2020年5月1日～
2021年4月30日

全国キャンペーン

137 株式会社オガワヤ 普段の買い物から考えよ
う～寄付と消費の関係性

今回のコロナで起きた消費の変化を踏まえて「消費×寄付」という視点で意
見交換を行う場。学生・企業・自治体なの様々なセクターからリアルな現状
の視点を持ち寄り、ソーシャルグッドを創出する手段として寄付というもの
がどのように活かせるのかを考えていく。 進行は北海道内の認定・准認定
ファンドレイザーが行う。

12月を予定（コロ
ナの状況により
2021年1～3月への
延期可能性もあ
る。オンライン開
催の変更もある）

北海道（オンライ
ン開催の可能性も
あり）

138 株式会社ファンド
レックス

ふるさと納税による社会
課題解決セミナー(オンラ
イン)

コロナの影響のなかでソーシャル業界も変化。寄付の可能性が拡大する中
で、あらためて社会課題を解決するふるさと納税に注目が集まっている。そ
の最前線を知るオンラインセミナーを開催する。

2020年12月15日
(火)

東京都(オンライン)



主催団体名 共催団体 企画名称 企画の概要 実施時期 実施場所
139 NPO愛未来 世界とつながるフェアト

レードフォーラム in 
SAGA

　最近は、ファストフードやファストファッションのように、安価で手軽に
購入し、十分利用しないままに使い捨てにしてしまっている文化が当たり前
のようになってきている。それらの裏側にある開発途上国の現状をかえり見
る機会がなく、考えることもしないままに生活をしているのが現状である。
　フェアトレードとは、開発途上国で生産されたものを適切な価格で取り引
きをして貧困問題の解決など、より良い社会に向けた消費行動であり、愛未
来では「私たちにできる国際協力」の一つの形として普及推進を図ってい
る。
　また、誰も取りこぼさない社会をめざしているSDGs（持続可能な開発目
標）の実践行動としてもフェアトレードは有効な取り組みであり、「フェア
トレードタウン佐賀」をめざして “世界とつながるフェアトレード フォーラ
ム”を開催する。
（１）特別対談「世界とつながるフェアトレードとは！」（18時～19時）
（２）フェアトレード商品「カレーの壺」を使ったスリランカカレーの試食
（19時～19時30分）
（３）フェアトレード商品等のチャリティーバザー（19時～19時30分）

2020/12/1 SAGA CHIKA（サ
ガ チカ）（佐賀市
城内1丁目1番地59
号　県庁地下1階）

140 （一財）非営利組織
評価センター

ベンチャーカフェ東
京

セミナー講師で寄付月間
紹介！プロジェクト（つ
くば編）

当センターの関係者がセミナー講師と呼ばれた際に、寄付月間の紹介を行
い、寄付月間への参加を呼び掛けるもの。特に、寄付に大事なNPOの信頼性
をテーマにしたセミナーであることから、寄付とNPOの信頼性についてわか
りやすく説明を行う。（つくば市におけるソーシャルスタートアップセミ
ナー）

12月4日夜 茨城県つくば市

141 株式会社エーエム
シーアドバイザーズ

なし Web Meeting「背景」を
通して寄付月間を知って
もらう

12月の当社Webミーティングにおける「背景」を寄付月間のものにすること
で、寄付月間活動を知ってもらい、寄付文化の浸透を図る

2020年12月 オンライnミーティ
ング

142 株式会社ファンド
レックス

オンライン相談会サロン ファンドレイジングのことだけでなく、なんでも気軽に相談できる場をオン
ラインでご用意しました。
ねらい)感染拡大防止の観点から、新しい生活様式のなかで、これまで通り
の支援者との関係が維持できない、ボランティア活動ができない、理事会や
事務局でも集まりにくいなど、様々な新しい課題が発生しているかと思いま
す。
そうした課題をテーマに、気軽に相談できる窓口を寄付月間2020のプログラ
ムとしてご用意させていただくことにいたしました。経験豊かなスペシャル
ゲストにぜひご相談ください。一緒に考える時間をあなたと過ごします。

2020.12.9水 オンライン

143 特定非営利活動法人
Synapse40

誰もやらない子ども駄菓
子屋寄附行為

市内の小学4～6年生が仲間づくりや社会貢献を通じて自尊感情を醸成する体
験型プログラム「誰もやらない子ども駄菓子屋プロジェクト」に参加協賛団
体から提供された資金を活用しながら駄菓子屋を経営します。活動の12月12
日には事前にエントリーをした活動資金に困っている団体の活動内容のプレ
ゼンテーションを聞いた子ども達が売上金をどの団体にどれだけ寄附するか
を決めて、活動資金を寄附する。
「困っている人に自分にできることをやってみたい！」
そんな思いで「子ども駄菓子屋プロジェクト」に参加して
「子どもだからこそ出来ることをやってみたい！」という思いから始まった
プロジェクトの輪を　「おおさきから世界へ広げましょう!!」

12月12日(土) 宮城県大崎市

144 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）

アルテリーヴォ和歌山
ファン感謝祭

ファン感謝イベントの中で、
①サッカー選手と一緒にリフティング
一回につき10円募金する「キフティングコーナー」を設ける。
②主催者も参加者も、お米一合を持ち寄る。

2020年11月29日 和歌山県

145 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）

＜JIFFキフティングキャンペーン 2020（仮称）＞
■趣旨：
・個人のチャレンジを社会貢献につなげる。
・サッカーを通じて、寄付月間と寄付について多くの人に知ってもらう。
■期間：2020年12 月1日～20日
■会場：全国どこでもオンラインで参加可能
■参加方法：
①リフティング100回にチャレンジ（3回まで連続実施可）
②成功した回数×10円を寄付（JIFF公式サイトにてオンライン決済）
③SNS に「 #kifuting 」でチャレンジした際の動画をアップ

12月1日〜20日予
定

オンラインにて全
国対象

146 なし ヘアードネーション：31
㎝の髪に思いを込めて

3年間伸ばし続けた髪の毛。切った髪が役立つことを知り，JHD&C に寄付す
ることにしました。ヘアードネーションの説明とカット時の写真を個人の
Facebookにアップするだけのシンプルさ！　究極の『ひとり寄付月間企
画』です。

2020年12月吉日 都内美容室

147  ならファンドレイジ
ングラボ

奈良ファンドレイジ
ング研究会

ファンドレイジングオン
ライン無料個別相談会

今年も10月・11月の2回に渡り、奈良市ボランティアインフォメーションセ
ンターのご依頼でファンドレイジングセミナーを開催しました。（4年連続
開催）
その場でファンドレイジングにタウいて個別相談のご要望があり、今年はコ
ロナ禍の感染拡大機ということもありzoom等を活用した無料個別相談会を
寄付月間の公式認定企画として実施したいと思います。

12/12、12/13、
12/18、12/20

奈良県内

148 スナックちえりえ スナックちえりえ寄付月
間特別編

オンラインの交流イベント「スナックちえりえ」の寄付月間特別編です。参
加費から経費（オンラインツール利用料等）を差し引いた額を寄付します。
寄付先団体は、参加者みんなからの提案と話し合いで決定します。

12月16日（水）
21:00-23:00

オンライン

149 銚子円卓会議 マスク越しのキフ コロナ禍であることで、地域行事の中止や、活動の自粛など、多様な活動へ
の「参加」や「コミュニケーション」が困難になっている今、たとえマスク
越しであったとしても、誰かが誰かを応援する気持ちや行動が生まれ育つ地
域をじっくりと醸成していきたいとの想いで、従来からのローカルな寄付の
しくみ、広がりを見せる新しい応援者の声（寄付商品）などの広報企画で
す。

2020年12月1日～1
月7日

千葉県銚子市及び
周辺

150 公益社団法人アニマ
ル・ドネーション

無 STORY with PET 素敵な
お話大募集
綴ろう！コロナ禍のペッ
トへの想い。
1投稿500円の寄付になり
ます。

ペットの写真とエピソードを投稿すると寄付になる企画（寄付はアニマル・
ドネーションで拠出）

2020年11月19日～
2021年1月末

全国キャンペーン

151 北信越ファンドレイ
ジングネットワーク
勉強会

大人の寄付教育～寄付者
の視点で学ぶ勉強会～

集団で寄付を行うコミュニティ「新しい贈与論」の関係者から、新しい寄付
のカタチを学ぶ会

2020年12月頃 オンライン

152 菅レインボーズ V.C 未定 パスをつなげて寄付～小
学生バレーボールチーム
の挑戦

【日時】12月半ば以降の練習日に実施
【場所】川崎市立菅小もしくは東菅小
【内容】パスを長く続けよう。続いた回数×100円の寄付を贈ろう。
対象：菅レインボーズの子どもたち・父母会の仲間たち

➀趣旨説明（５分）
➁寄付先を決める（10分）※事前投票の可能性あり

➂ちょっとやってみよう（５分）
➃本番（10分）
10分以内でパスを長く続けよう。落としたら、時間内なら、やり直しOK
【備考】
・寄付は、自分以外の誰かに届けます。
・寄付先は、子どもたちが話し合って決めます。

12月半ば以降の日
曜日の予定。

川崎市立菅小学校
予定



主催団体名 共催団体 企画名称 企画の概要 実施時期 実施場所
153 日本ファンドレイジ

ング協会大学チャプ
ター

Facebook Live「大学
ファンドレイジング
ニュース2020」（「あな
たが選ぶ大学ファンドレ
イジングニュース」連動
企画）

公募中の「あなたが選ぶ大学ファンドレイジングニュース」に関連して、大
学チャプター運営メンバーが選んだ「大学ファンドレイジングニュース
2020」をFacebook Liveで動画配信する。アーカイブによる見逃し配信が見
られるようにする。

日時：12/2(水)19:00-19:30
出演：木村昭（大学チャプター事務局長）、塚本いづみ（大学チャプター運
営メンバー）

12/2(水)19:00-
19:30

オンライン
（Facebook Live配
信機能を使用）

154 認定NPO法人 日本
ファンドレイジング
協会

寄付の教室＠都立永山高
校

社会貢献教育プログラム「寄付の教室」を都立永山高校生向けに開催。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、そして様々な価値観や考え方の違いを認識し、互いに助け合い自分た
ちがベストだと考える応援方法を選択していくことの難しさなどを学ぶプロ
グラムです。

2020年2月10日 都立永山高校

155 認定NPO法人 日本
ファンドレイジング
協会

寄付の教室＠長野市市民
協働サポートセンター

社会貢献教育プログラム「寄付の教室」を長野市市民協働サポートセンター
開催。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、そして様々な価値観や考え方の違いを認識し、互いに助け
合い自分たちがベストだと考える応援方法を選択していくことの難しさなど
を学ぶプログラムです。

2020年12月19日 長野市市民協働サ
ポートセンター

156 認定NPO法人 日本
ファンドレイジング
協会

ファンドレイジングを成
功に導く設計図づくり研
修

ファンドレイジングを行う上で不可欠な、事業や組織が目指すべき「成果」
に立ち返り、「評価」の視点を取り入れながら、戦略設計に至る前提の整理
を一緒に行います。寄付を集めるために必要な知識、心構えについても学び
ます。

2020年11月5日 オンライン（国際
協力財団）

157 認定NPO法人 日本
ファンドレイジング
協会

継続的な支援へつなげる
ための研修

ファンドレイジングの実務で使用するフレームワークを用いて、既存・潜在
的支援者を分析し、ステップアップを促すコミュニケーション戦略を学びま
す。

2020年12月3日 オンライン（国際
協力財団）

158 認定NPO法人 日本
ファンドレイジング
協会

組織・事業・財源を一体
化したファンドレイジン
グ戦略策定を学ぶ研修

国際協力団体を題材にしたケーススタディーを用いて、組織、事業、財源の
課題分析を行い、それを解決するためのファンドレイジング戦略策定のプロ
セスを学びます。

2020年1月28日 オンライン（国際
協力財団）

159 石巻復興きずな新聞
舎

バーチャル背景を通して
寄付月間をPR！

12月中、オンラインMTGの「背景」を寄付月間のものにすることで、寄付
月間活動を知ってもらい、寄付文化の浸透を図る

12月中 オンライン

160 石巻復興きずな新聞
舎

（仮）震災11年目からの
ファンドレイジング～助
成金に代わる財源確保は
可能か？～

東日本大震災からまもなく丸10年。東北の被災地にはまだまだ課題が山積し
ており、支援活動が必要とされている状況である。一方、現地の支援団体の
財源は助成金・補助金をメインとしているところが多いが、震災10年を節目
に、その助成金プログラムは大幅に縮小される見込みである。また、近年災
害は多発しており、東北だけが被災地ではない。東北以外の地域から、東北
はどれほどの共感と支援を集めることができるか、大きな懸念である。助成
金なき後、支援団体はどのように活動を継続していくことができるか、その
事例を持ち寄り、あらためて寄付の可能性や寄付者とのコミュニケーション
について考えてみたい。

12月中 オンライン（宮城
県を中心に東北）

161 認定NPO法人 日本
ファンドレイジング
協会

集まれ！ファンドレイジ
ングスクール生！～寄付
者コミュニケーションに
ついて考える～

当協会が主催するファンドレイジング・スクール卒業生・現役生を対象に、
「ファンドレイジング・スクールで学んだことの中で、今活かされているこ
と」について共有する会を開催し、寄付者とのコミュニケーションについて
改めて考えてみる。

12月中 オンライン

162 NPO法人徳島の働く
女性を元気にする会

キフカッション＠とくし
ま2020　寄付大国アメリ
カの事例とこれからの
Actionについて語ろう！

（１）10時～10時40分（40分）
寄付大国アメリカの事例
寄付文化の先進国アメリカに住む日本人の女性より、日常の中の寄付文化に
ついて日本とアメリカの違い、寄付の集め方について事例を交え話をしても
らう。
（２）10時40分～11時（20分）　
徳島の取り組み
その後、徳島県が現在募集している寄付活用事業について、お二人にご登壇
いただき事例を2件ご紹介する。
（３）11時～11時20分（20分）
グループディスカッション
寄付へのアクションや寄付文化醸成についてのキフカッションを行う。
（4）11時2０分～11時45分（25分）
全体共有
（５）質疑応答その他

2020年12月19日10
時～12時を予定

オンライン（徳島
県とアメリカ）

163 株式会社０７８ KOBEにこスプーン ０７８ with  KOBEにこス
プーン  こども食堂プロ
ジェクト

2020年　お疲れ様。日々の労いを兼ねて、こどもと一緒に作る「おせち一
品」イベント。創作おせちを囲んで食べて楽しく新しい年を迎えましょう。

12月28日　17時か
ら

阪急御影
078WithKids

164 Venture Cafe Tokyo 
TSUKUBA CONNÉ
CT

一般財団法人 非営利
組織評価センター

TSUKUBA CONNÉCT #9 
次世代リーダーと語る地
域文化の再創造「withコ
ロナ時代の新たな贈与の
カタチ」

withコロナ時代の新たな贈与のカタチ [日本語/Japanese]
主催(Organizer)：一般財団法人 非営利組織評価センター
登壇者(Presenters)：
・山田 泰久 (Yamada Yasuhisa) 氏 = 一般財団法人 非営利組織評価センター 
業務執行理事 (Japan Center for NPO Evaluation (JCNE) Managing Directors 
and Executive Officers)
・堤 春乃 (Tsutsumi Haruno) 氏 = READYFOR株式会社 CEO室 マネー
ジャー
・鈴木 哲也 (Suzuki Tetsuya) 氏 = ヤフー株式会社社会貢献ユニットヤフー
ネット募金サービス マネージャー

贈与/寄付の動きは多様である。プラットフォームの視点から、贈与/寄付の
動きを語ってもらう。withコロナ時代の新たな贈与や寄付について学ぶ。
①プラットフォームだからこそ見えている、新型コロナの影響下における贈
与/寄付の動向とは？
②ここ数年で、贈与/寄付に関するプラットフォームが大きく発展してい
る。寄付額や寄付件数も想像以上に増加している。プラットフォームがある
からこそ、ユーザーにとっては継続的に贈与/寄付を行う機会が生まれてい
る。プラットフォームが生み出す贈与の世界とは？

2020/12/04 (金) 
19:00 - 19:55

up Tsukuba（オン
ライン配信）

165 一般社団法人日本酒
ペアリング協会

合同会社Co-Work－A サクシュ！～大人が日本
酒を嗜むと、若者が楽し
む仕組みづくりにつなが
る～

サクシュとは、「S-acshu（酒-握手）」を意味しています。
日本酒の美味しさを広める活動をしている「日本酒ペアリング推進協会」
と、若者支援を行っている本郷三丁目のカフェ「DAISY BEANS」さんがコ
ラボした日本酒を楽しむイベントです。
大人が日本酒を嗜んだ分だけ、若者が楽しむ仕組みづくりの支援ができま
す。
（参加費のうち500円が、若者支援を行っている「DAISY BEANS」さんの
運営費となります）

NPO法人サンカク
シャ

東京都文京区

166 公益財団法人東近江
三方よし基金

Mitte 特になし コミュニティラジオでの情報発信など 12月 東近江市内

167 Gunma Social Design 
Lab.

海外ドラマに見るファン
ドレイジングと寄付

海外ドラマで取り上げられている寄付やファンドレイジングの場面をピック
アップしてブログ（https://gsd-lab.com）で紹介。12月の1か月間で計5回の
公開を予定。

12月の1か月間 オンライン　
https://gsd-lab.com

168 一般財団法人Ｈ２Ｏ
サンタ

コロナ禍の社会貢献団体
を応援！「コロナ禍レ
ポート～こども支援の現
場から～」をＷＥＢ配信

コロナ禍野こどもを支援する37の社会貢献団体を取材し、コロナ禍での困り
ごとや新たな発見をＷＥＢ配信。活動の理解浸透と寄付集めを支援。

2020年12月～ Ｈ２Ｏサンタ　Ｙ
ｏｕＴｕｂｅチャ
ンネル



主催団体名 共催団体 企画名称 企画の概要 実施時期 実施場所
169 株式会社Japan Asset 

Management
フィランソロピーサミッ
ト

Japan AssetManagementでは、IFA（独立系ファイナンシャルプランナー）
としてこれまで構築してきた個人投資家の皆様とのリレーションをもとに、
運用収益の一部の使用用途について、寄付を通じた社会貢献という選択肢を
ご提案しながら、日本における「フィランソロピー」活動を推進していま
す。
イベントでは、日本で活動する5万を超えるNPO法人の中でも、当社がビ
ジョンや活動に特に共感し、ご支援している3つの団体をご紹介させていた
だきます。
皆様と一緒に「社会課題の解決」や「寄付」について考える時間になれば嬉
しく思います。http://go.japan-asset-management.com/philanthropy

2020年12月15日 オンライン

170 バリューブックス シブヤ大学 チャリティーイベント　
誰かに贈りたい一冊

ビブリオバトル「誰かに贈りたい一冊」＆シブヤ大学「寄付サポーター制度
リニューアルに込めた想い」＆バリューブックス「寄付で応援する魅力っ
て？」
先生

12月23日19:30～
21:00

リモート

171 国立大学法人琉球大
学

沖縄県庁　子ども生
活福祉部消費・くら
し安全課／公益財団
法人みらいファンド
沖縄

寄付月間2020沖縄パネル
展

寄付月間の紹介展示と併せて、沖縄県の寄附受入を行っている団体の活動を
紹介する。

2020年12月16日
（水）～2020年1
月4日（月）

沖縄県立図書館

172 ファンドレイジング
高知、土佐志民大学

特定非営利活動法人
NPO高知市民会議

社会を支える寄付や想い
を繋げるファンドレイジ
ング

寄付の仕組みに興味・関心のある方やファンドレイザーを目指している方、
NPOの資金調達担当者向けに、高知県内のファンドレイジングの事例、寄付
や資金調達の手法、ファンドレイザーの役割について学び、考える講座を開
催します。

2020年12月26日 高知県高知市

173 特定非営利活動法人　
石巻復興支援ネット
ワーク

石巻日和ライオン
ズ・コーチング研修
会社ドリームフィー
ルド

寄付で市民活動を支える
イベント！　
　　
　　
　　
　　
　
新型コロナウィルスが世
界を席巻する今
　　　　私たちにできる
ことは？

池上彰氏の講演会 11月15日 宮城県

174 公益社団法人日本ナ
ショナル・トラスト
協会

第38回ナショナル・トラ
スト全国大会　
「日本の美しい自然は、
思いやる心で守られます　
ーナショナル・トラス
トー」

　ナショナル・トラスト全国大会は、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、そして
トラスト活動の普及啓発を目的として毎年開催しています。また、各地のト
ラスト団体の情報交換・交流の場ともなっています。
　38回目となる今回は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、集会形
式ではなく、ナショナル・トラストを幅広い層に向けて紹介する映像や各地
のトラスト団体から提供いただいた映像を集め、オンライン（動画共有サイ
ト「YouTube」）にて実施します。
　今回の試みによってナショナル・トラストの概念や各地で展開されている
多彩な活動を多くの人に知っていただき、身近なトラスト地を訪れたり、活
動へ参加したり、ご寄付の支援をいただくきっかけとしたいと思います。

2021年2月20日
（土）14：00～
16：00　※3月31
日まで配信予定　
その後、コンテン
ツの一部をアーカ
イブ化します。

オンライン（動画
共有サイト
「YouTube」での
公開）


