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福岡市 NPO 活動支援基金(愛称：あすみん夢ファンド)へご

寄付をいただき，ありがとうございました。 

あすみん夢ファンドは NPO の公益的な活動に必要な資金

を助成するとともに，寄付を通した社会貢献意欲を高めるこ

とにより，市民の自主的かつ自発的な活動の促進を図ること

を目的として設置しています。 

平成 27 年度は総額９，５０３，５７１円 

平成 28 年度は総額９，０７１，３１２円 

のご寄付をいただきました。 

皆様からいただいたご寄付をもとに，平成 28 年度は９つの

NPO 法人の活動を支援することができました。 

本報告書は，これらの活動について寄付をいただいた皆様を

はじめ多くの皆様へお知らせするものです。 

今後も NPO 法人へのご理解・ご支援をよろしくお願いしま

す。 

 

 



特定非営利活動法人 Music Dream Creation 

 

 

                                                     

                           

                            

      

                 

                              

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

高齢者施設に伺ってのお客様参加型コンサートの 

共演者精選による更なる質量充実施策 

 
団体紹介 

高齢者施設に伺っての訪問コンサー

ト等により，クラシック音楽に加え

て，叙情歌，懐メロを交えて，聴いて

もらうだけではなく，歌等でご参加い

ただき，会場一体となって，楽しい空

間の共有と高齢者の自立を目指して

います。 

平成 28 年度補助額 

400,000 円 

 

補助事業概要 

高齢者施設等にて，叙情歌，懐メロな

どジャンルを超えた音楽を提供し，参

加者に歌で参加いただくコンサート

を開催しました。【27 回】 

トランペットやマリンバ等，様々な楽

器を使った，地元演奏家や障がい者演

奏家との共演により，参加者とともに

「歌を歌い」「身体を動かし」会場一

体となりました。 

質の高い音楽の提供により，「癒し」

「感動」「力の共有」「楽しい高齢者の

自立」に繋がるコンサートが実現でき

ました。 
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特定非営利活動法人 福岡海浜スポーツ振興協会 

 

 

                                                          

                                                    

                                                     

                                                                                  

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「水辺リング」自然の中で子ども達をはぐくもう 

団体紹介 

青少年を中心に広く福岡市民を対象

として，海浜スポーツ振興に関する

事業を行い，青少年健全育成・自然

環境保全に関する意識向上を目指し

ています。 

特に，「水に賢い子ども達を育む」こ

とに力を入れ，主に小・中学生を対

象にマリンスポーツ教室等を開催

し，海や川等で水に触れる機会を多

く作っています。 

平成 28 年度補助額 

285,041 円 

補助事業概要 

小・中学生とその保護者や障がい者

を対象としたパドルボート教室を行

いました。より多くの人々にパドル

ボート体験をしていただきたいとい

う思いから，パドルボートの購入だ

けではなく，子ども達と一緒にパド

ルの制作にも取り組みました。 

小学校 1 クラス程度の受け入れもあ

るほど教室は盛り上がり，「水に賢い

子ども達」が多く育っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



特定非営利活動法人 アジア太平洋こども会議・イン福岡 

 

 

 

 

                 

                   

                                                        

                               

                               

                               

                               

                               

 

 

 

 

 

日本のこどもグローバル化育成プログラム 

団体紹介 

福岡の子どもたち，青少年たちをア

ジア太平洋各地に派遣し，現地での

ホームステイ等を通して，その国の

生活文化を実際に体験することで，

異なる文化に対する理解を深め，国

際感覚豊かな青少年を育成する事業

を行っています。 

こども国際交流の実績や海外窓口・

同窓生とのネットワーク等の協力に

より，大規模な国際交流事業を実施

することができています。 

平成 28 年度補助額 

4,000,000 円 

補助事業概要 

講座や派遣国についての学習，共に

ホームステイする子どもたちの結束

を強める為の宿泊研修等をはじめと

した事前研修に力を入れることで派

遣先での滞在を有意義なものとする

ことができました。 

また，ホームステイ後の振り返りを

通して子ども達が異文化体験を通し

て得た知識や経験を多くの人たちに

伝えることができました。 

 

 



特定非営利活動法人 FOCUS 

 

 

                           

                            

                           

                                  

                                              

                                     

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

「就活生・社会人キャリア会＠九州」 

～学生×社会人「本音」でしゃべり場～ 

団体紹介 

学生と社会人の双方が対話を通し

てキャリアを考える場「キャリア

会」を月に 1 度，運営しています。

参加者が多くの対話を通してキャ

リアを考えることにより，多角的

な視野を持った人が活き活きと暮

らすことのできるまちづくりを目

指しています。 
 

平成 28 年度補助額 

128,794 円 

補助事業概要 

事業を運営する学生の交通費につ

いて補助を行うことで負担を軽減

した結果，「キャリア会」の企画運

営を充実させることができまし

た。 

参加者の満足度も向上し，学生，

社会人双方が自らのキャリアに関

し，気づきや次の一歩を踏み出す

モチベーションアップにつなげる

ことができました。 

 

 

 



ドネルモ 

 

 

 

 

                            

               

           

                            

                            

                           

                           

 

 

 

 

 

 

「しかたの茶の間」を地域にひらくプロジェクト 

団体紹介 

他者との関わりが希薄となった時

代において，地域コミュニティを

はじめとした他者との関わりの場

作りや担い手の育成を行うこと

で，超高齢社会を見据えたまちづ

くりを目指しています。 

参加者の知見や主体性を引き出す

ワークショップやプログラムのノ

ウハウを持っている強みを活か

し，さまざまな事業を実施してい

ます。 

平成 28 年度補助額 

350,592 円 

補助事業概要 

住民がお互いに助け合う関係を

作るための拠点としてコミュニ

ティスペースの必要性が高まっ

ています。 

この事業ではコミュニティスペ

ース「しかたの茶の間」での交流

イベントやメディアへの PR を通

して，住民が地域福祉に主体的に

関わるきっかけを作ることがで

きました。 

 

 

 



ＮＰＯ法人 福岡県ママのキャリアセンター 

 

 

 

 

                             

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロールモデル集 

「福岡ワーク・ライフ・ママンズ」制作事業 

団体紹介 

育児期女性の子育てとキャリア

形成の両立支援，その子どもたち

への教育支援を行い，誰もが格差

なく心豊かに生活できる社会づ

くりに寄与することを目指して

活動しています。 

 

平成 28 年度補助額 

250,000 円 

補助事業概要 

子育て中の働く女性とその家族，

及び職場の支援体制について取

材し，ウェブサイト「福岡ワー

ク・ライフ・ママンズ」に掲載す

ることで，子育て女性の社会進出

や男性の積極的な家事への参画，

企業への意識啓発の一助となる

ことを目指しました。 

取材にあたっては，子育て中のマ

マライターに業務を委託するこ

とで子育て女性の仕事創出にも

寄与することができました。 

 

 

 



ＮＰＯ法人 福岡建築ファウンデーション 

 

 

 

             

 

              

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福岡建築 50 選日本語マップ製作， 

および建築ツアーの開催 

団体紹介 

福岡に存在する優れた建築とデ

ザインの良さを，建築ツアーやワ

ークショップの開催等様々な活

動を通して，たくさんの人々に伝

えることにより，福岡を感性豊か

な都市に育てるまちづくり活動

を行っています。 

 

平成 28 年度補助額 

500,000 円 

補助事業概要 

福岡建築 50 選マップ英語版に続

き，日本語版を作成しました。 

補助金を活用してインカムを購

入・使用することでたくさんの方

がガイドの説明について内容を

漏らすことなく聞くことができ

ました。 

マップと併用することで建築ツ

アーを多くの方に楽しんでいた

だくとともに，優れた建築が多数

ある福岡の魅力を発信すること

ができました。 

 

 

 

 



ＮＰＯ法人 ママワーク研究所 

 

 

 

 

                         

                                     

               

               

                 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助事業概要 

育児期女性が離職によるブランク

を乗り越え，社会で活躍すること

を目的として，市内 4 か所の公民

館で「じぶんミガキ講座」(Word

等の PC スキル講座，ママとの『働

く』について意見を交わす交流タ

イム等)を開催しました。参加した

ママたちは，自信を持って地域活

動や再就職に積極的に関わってい

くことができています。 

 

公民館がママの学びの拠点に 

「じぶんミガキ講座 2016」事業 

団体紹介 

育児期女性へ柔軟に働ける環境を

提供し，母となった女性に対して

スキル面，精神面，仕事面につい

てサポートを行うことで緩やかな

社会復帰を推進するとともに，企

業が有能な育児期女性を活用でき

るように支援することを目的とし

て活動しています。 

 

平成 28 年度補助額 

343,568 円

 

 

 



特定非営利活動法人 全国レインボークラブ 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

                                       

 

 

 

 

 

 

紅葉まつりイベント 

団体紹介 

音楽・芸能を中心とした文化的資

産を有効に活用して，低廉で良質

な文化的事業，幅広い年代におけ

る交流の場作り等の活動を行っ

ています。 

平成 28 年度補助額 

248,500 円 

補助事業概要 

地域に古くから伝わる伝統芸「紅

太鼓」を子ども達がイベント等で

披露することで，イベントに集ま

った地域の方々に「紅太鼓」の魅

力を再認識してもらうとともに，

子どもたちは伝統文化の素晴ら

しさを学ぶことができました。 

補助事業終了後も多くのイベン

トに参加し，「紅太鼓」のファン

が増えています。 

 

 

 



 

 

 

■寄付方法が選べます！ 

郵便局，銀行，クレジットカード，コンビニエンスストアでの寄付から寄付方

法を選択できます。手数料はいずれも不要です。 

■記念品を進呈します！ 

1 万円以上の寄付をいただいた方に，寄付額に応じた記念品を進呈します。 

≪記念品例≫ 

      

▲ＮＯＣＯＨＡＣＨＩ   ▲小呂島漁師のしまごはん    ▲金印汐わかめ   ▲志賀島産いちごジャム 

[能古島産純粋はちみつ] 

■税制上の優遇措置が適用されます！ 

個人の方は，所得税と個人住民税で寄付金税額控除を受けることができます。 

(詳細は，お住まいの地区を管轄する税務署にお問い合わせください。) 

法人の方は，全額を損金算入することができます。 

■申告に関する手続きが簡単になりました！ 

特定の条件を満たす個人の方は，ワンストップ特例制度を利用する旨の申請書

を提出することで，確定申告をしなくても寄付金税額控除を受けることができ

ます。 

詳細は，ふくおか応援寄付ホームページをご覧ください！ 

ふくおか応援寄付  検索  

            
             

あすみん夢ファンドは，ふくおか応援寄付 

(ふるさと納税)の寄付先の 1 つです。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高原ミネラル(株)，コカ・コーラウエスト(株)，自動販売機設置者の皆様のご協

力により，あすみん夢ファンド自動販売機を設置し，売上の一部を寄付してい

ただいています。 

 

【自動販売機設置者のみなさま】 

◇(株)愛しとーと / 

◇(株)オオツカ・ガスエンジニアリング / 

◇(株)環境開発 /トッパン・フォームズ・サービス(株) / 

◇(株)日高合金 /福岡環境整備(株) / 

◇(株)やまやコミュニケーションズ / 

◇福岡市教職員組合 / 

◇福岡中央児童会館等建替え整備事業(株) / 

◇特定非営利活動法人九州コミュニティ研究所 /三笠特殊工業(株) / 

 

 

 

福岡市のご当地 WAON カードを使うだけで

寄付できます！ 

イオン九州株式会社，マックスバリュ九州株式会

社 よ り ， 福 岡 市 の ご 当 地 WAON カ ー ド

「FUKUOKA OMOIYARI KIDS WAON」のご

利用額の 0.1％を寄付していただいています。 

全国の WAON 加盟店で利用でき，どこで利用し

てもあすみん夢ファンドに寄付されます。 

 

自動販売機の設置やジュース等を購入するこ

とで寄付できます！ 



 

 

 

 

 

 

NPO 法人日本入れ歯リサイクル協会のご協力により，福岡市役所本庁舎・各区

役所などの市内 13 か所に回収ボックスを設置しています。 

回収した不要入れ歯やアクセサリーに含まれる貴金属をリサイクルすることに

よって得られる収益の 40 パーセントが，あすみん夢ファンドに寄付されます。 

 

【福岡市内の回収ボックス設置場所】 

◇福岡市役所・各区役所/ 

◇入部出張所 1 階窓口前/あいれふ一階受付 

◇福岡市 NPO・ボランティア交流センター あすみん/ 

◇福岡市市民福祉プラザ１階案内横/ 

◇福岡市葬祭場 1 階受付/ 

 

 

 

 

  福岡市 NPO 活動支援基金(あすみん夢ファンド) 

  平成 28 年度 活動報告書 

  平成 29 年(2017)年 11 月発行 

   

  福岡市市民局コミュニティ推進部市民公益活動推進課 

  〒810-8620 福岡市中央区天神 1 丁目 8 番 1 号(7 階) 

  電話：092-711-4283 

  FAX：092-733-5768 

  Email:koeki.CAB@city.fukuoka.lg.jp 

不要になった入れ歯やアクセサリーで寄付で

きます！ 


