
生活クラブ虹の街 エッコロ福祉助成審査委員会 

  生活クラブ虹の街 エッコロ福祉基金『エッコロ福祉助成』 

２０２０年度助成事業 組合員投票 

応援したい団体への 投票とメッセージ をお寄せください！！ 

 

＜エッコロ福祉基金『エッコロ福祉助成』＞ 

生活クラブ虹の街では、エッコロ制度の掛金のうち一

部を、地域の暮らしのための事業や活動への助成を目

的としたエッコロ福祉助成に充てています。今年度は、

2020年度の事業に対して当年度中に助成団体を決定

し助成を行います。 

【対象となる助成の種類】 

① 高齢者、障がい者、子ども・子どもの親(保護者)・

若者、生活困窮者が暮らしやすい社会になるため

の事業。 

② 高齢者、障がい者、子ども・子どもの親(保護者)・

若者、生活困窮者が暮らしやすい社会になるため

の事業に必要な調査・研究。 

【対象となる団体】 

千葉県内で地域を基盤として活動する団体 

【助成総額】２００万円（1 団体あたり上限３０万円） 

【組合員投票について】 

一次審査を通過した団体は、公開プレゼンテーション

および最終審査へ進みます。最終審査に進むにあたり、

応援したい団体を選ぶことができる組合員投票を実施

し、最終審査に反映させていきます。 

★投票は下記の団体より、ひとり 2 団体まで選

ぶことができます。 

投票方法や投票用紙は最終ページをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊＊＊ 2020 年度助成事業 応募団体リスト（一次審査通過 9 団体）＊＊＊ 

【事業・活動の分類】高：高齢者、障：障がい者、子：子ども・子どもの親(保護者)・若者、生：生活困窮者 

番号・団体名 日頃の主な活動 応募事業・活動名 
応募する事業・活動の目的と 

実現したいこと 

番号：１   障 子 
特定非営利活動法人 いち

かわ市民文化ネットワーク 

❖活動エリア：千葉県全域 

❖申請金額：300,000円 

❖主な費目：公演交通費・貸

切バス代金・打合せ交通費 

「“わが街市川”に市民芸

術文化の満開の花を咲か

せよう！」と 2003 年に

結成以来、「いちかわ市民

ミュージカル」、「チャレ

ンジド・ミュージカル」、

劇団ＪＡＭＢＯ！、演劇公

演、交流スペース“にわに

わ”運営など、子どもも大

人も一緒になって活動を

楽しんでいます。2019年

度より、千葉県障害者芸術

❖応募事業・活動名 

チャレンジド・ミュー

ジカル劇団ＪＡＭＢ

Ｏ［出前公演］2020 

劇団ＪＡＭＢＯは、障害のある

人たちを中心に、舞台芸術活動

を日常的に楽しもうと 2015

年に結成しました。「私たちも

社会貢献できるんだ！」という

意気込みで、県内各地、年 10

回ほどの「休日・日帰り限定の

出前公演」を実施しています。

「いつか国際デビューしよ

う！」を目標に、「面白い活動

を通して、人を街を元気にしよ

う！」と張り切っています。 

 【運営団体】生活クラブ虹の街 

【選考】エッコロ福祉助成審査委員会 

 



文化活動支援センターＨ

ＯＮＧＥＲＡ！を開設し

ました。 

番号：２   子  
NPO 法人 ネモ ちば不登

校・ひきこもりネットワー

ク 

❖活動エリア：千葉県全域 

❖申請金額：300,000円 

❖主な費目：プロジェクタ

ー・壁掛け金具 

フリースクール、親サロ

ン、ひきこもりサロン、電

話相談、個人相談、講演会、

合宿、交流イベントなどを

通して、不登校・ひきこも

りの状態にある子ども・若

者とそのご家族に対する

支援活動をしています。会

員だけでなく、どなたでも

参加できる集まりやイベ

ントを多く実施し、当事者

が自分らしく生きられる

よう、ご本人とご家族を応

援しています。 

❖応募事業・活動名 

インタラクティブプ

ロジェクターの導入 

話し合いのツールとして最新

の機器を導入することにより、

ネモネットの事業に参画した

い一般の不登校の子どもたち

やそのご家族、会員やスタッフ

などがより活発に意見交換を

し、創造的な活動ができるよう

になることを目指します。その

結果、集まりやイベントに参加

してもらえる人数の増加、そし

て支援のさらなる拡大を実現

したいと思っています。 

番号：３   高 障 
介護・認知症の家族と歩む

会・松戸 

❖活動エリア：松戸市・周辺

地域 

❖申請金額：110,000円 

❖主な費目：通信費・製本印

刷・会場費 

 

・認知症講座～対象：認知

症本人と在宅介護家族･間

違った情報に依る葛藤混

乱からの解放 

・地域パートナー講座～

対象：介護家族･親族と生

活圏内市民･情報提供と接

し方の提案 

・訪問相談会～対象:認知

症本人･家族･親族･専門分

野へのつなぎ役 

・相談会～対象：東葛地域

市民･個人の課題発掘 

・地域交流会～対象：他分

野の活動の個人･団体専門

職･行政･課題の共有化促

進 

・おしゃべり広場～対象：

市民･個人の交流･仲間づ

くり 

❖応募事業・活動名 

笑顔のお節介活動 

活動の最終目的は、生活圏内の

市民同士の「支え合い」が“笑

顔で暮し続けられる”唯一の道

と信じ活動しています。日頃の

活動を重ねることで「支え合

い」のお手伝いが出来る人材～

地域パートナー～を発掘し、

「おしゃべり広場」等を各地で

開催相談会等開催・コーディネ

ートする、地域パートナーを現

在の7名を令和2年度中に15

名にすることが直近の目標で

す。 

目的は 笑顔で暮せる 街づ

くりです 

番号：４ 高 障  
ケアラー支援ネットワーク

協議会 

❖活動エリア：柏市・流山市 

❖申請金額：250,000円 

❖主な費目：会場費・交通

費・消耗品費・製作費・講師

謝礼等 

 

超高齢社会の中で、老老介

護やヤングケアラーの増

加など、多くの人達が介護

で行き詰っています。地域

社会から孤立せず、安心し

て暮らせるよう介護者同

士の交流会や情報提供、相

談などを行っています。

2017 年から専門職と協

働して「介護者のつどい」

を年 1 回開催し、介護や

認知症についての情報提

供を行い、専門機関との連

携も深めてきました。 

❖応募事業・活動名 

「（仮称）介護の日フ

ェスタ」の開催、学び

と連携によるカフェ

事業の充実 

多くの専門機関との連携を活

かし、家族介護者や一般の方を

対象として『介護の日フェス

タ』を開催します。専門機関が

連携して対応する相談ブース

や、介護者同士の交流や傾聴に

より、介護者の精神的・身体的

負担を軽減します。また、おお

ぜいの人達に介護者支援の必

要性を伝え、理解を広げ、地域

づくりに貢献します。 

番号：５  高 障 子 
特定非営利活動法人みんな

の広場「風」 

❖活動エリア：我孫子市・柏

市 

❖申請金額：300,000円 

みんなの広場「風」は、障

がい者が自立をめざし、農

作業や、収穫した作物を使

ってお菓子や加工品作り、

うどん作り等の活動をお

こなっています。8 月にコ

ミュニティカフェ『cafe

❖応募事業・活動名 

美味しい食事とあっ

たかい居場所作り事

業 

『cafe 風』を拠点に【食と文化

と繋がり】をテーマに、地域の

方々と、支え合う地域社会づく

りを進めます。高齢者の方向け

の「おしい朝ごはんの会」、新

規転入の乳幼児世帯の孤立解

消のための「子ども食堂」、



❖主な費目：スタッフ人件

費・活動経費 

風』をオープンし、手作り

うどんや有機野菜を使用

した地産地消の美味しい

手料理を提供。また、支え

あう地域社会を目指して、

地域の方々と共に様々な

企画を行います。 

8050 問題に対応した引きこ

もりサロン等を検討中。持続可

能な活動のための人件費と活

動費の助成をお願いします。多

様な夢を語り合い、連帯を実現

していきます。 

番号：６   障  
特定非営利活動法人千葉特

別支援教育 

❖活動エリア：千葉市内 

❖申請金額：300,000円 

❖主な費目：会場費の一部 

① 特別支援学級担任や

養護教諭、ことばとき

こえの教室担当者を

対象とした特別支援

教育研修会の開催 

② 保護者を対象とした

特別支援教育に関す

る電話や面接相談の

実施 

③ 関係機関の教育相談

活動への協力 

④ 卒業生を対象とした

生活や仕事の悩み等

の電話や面接相談の

実施 

⑤ ふれあいコンサート

など一般市民を対象

とした障がい者への

理解促進活動の実施 

❖応募事業・活動名 

第 9 回ふれあいコン

サート 

ふれあいコンサートの合言葉

は「みんなでとばそう しあわ

せのたね」です。障がいのある

人もない人も一緒に楽しむコ

ンサートを 2 会場で開催しま

す。音楽で表現活動をしている

障がい者の発表の場を作ると

ともに、障がいのある人もない

人もみんなで音楽を表現し合

うことによって、音楽のチカラ

で心のバリアフリーを目指し

たいと考えています。 

番号：７   子 
ちば夜間中学をつくる会 

❖活動エリア：千葉市及び

近隣市 

❖申請金額：153,200円 

❖主な費目：会場費・広告宣

伝費・ボランティア保険・教

材費 

さまざまな事情で学校に

通えなかった方、卒業はし

たけれど学び直したい方、

不登校の方、日本語ができ

なくて不自由を感じてい

る方などの希望に沿った

学習支援をしている。公共

施設を活用し月 2 回、自

主夜間中学を開校してい

る。2020 年からは月 4

回に回数を増やす。 

❖応募事業・活動名 

自主夜間中学の運営 

多様な学びの場として自主夜

間中学を開校し、学びたい人

（学習者）の希望が実現できる

よう、ボランティアスタッフ

（支援者）による支援の充実を

はかりたい。活動を通して学び

の場を求めている方のニーズ

を掘り起こし、公立の夜間学級

設立をめざす。 

番号：８ 高 障 子 生 
特定非営利活動法人ワーカ

ーズコレクティブういず 

❖活動エリア：柏市大津ヶ

丘 

❖申請金額：300,000円 

❖主な費目：作り付け本棚

製作費・机椅子等購入費・会

議費・調査研究費 

① 街の縁側、居場所づく

り 

② たすけあい活動（エッ

コロ日常生活支援サ

ービス） 

③ コミュニティカフェ

「ふれあいカフェク

ルトコ」の運営 

④ 子ども食堂 

❖応募事業・活動名 

出会いつながるまち

なか図書館～本のボ

タン～ 

地域のやる気スイッチ（ボタ

ン）を本からつなぐ 

遺贈された 3000 冊の本で、

大津ヶ丘中央商店会の空き店

舗に街中図書館を開設し、子ど

もから高齢者まで本からつな

がる出会い（居場所）と地域の

人の活躍の場を作り、各種の福

祉サービスやお困りごとの相

談窓口にしていく。（生活支援、

買物困難、配食サービス、学童、

学習） 

番号：９ 子 生 
ＮＰＯ法人多文化フリース

クールちば 

❖活動エリア：千葉市 

❖申請金額：300,000円 

❖主な費目：生徒交通費 

母国や日本の中学校を卒

業したものの、日本語が十

分でないために高校に入

学できず、どこにも所属で

きない生徒たちに、居場

所・勉強の場を提供し、翌

年の高校進学をサポート

しています。そのために、

日本語を中心に月曜日か

❖応募事業・活動名 

多文化フリースクー

ルに通う生徒への交

通費補助 

県内には年間を通した多文化

フリースクールは他になく、か

つては銚子・木更津・柏からも

通学する生徒もいました。しか

し、正規の学校でないために学

割定期が使えず、多くがアルバ

イトをせざるを得ない家計苦

の中で、交通費は大変な負担と

なっています。もし高等学校と



ら金曜日まで毎日 4 時間

の授業を年間通して行い、

毎年 20 名ほどの生徒を

実際に高等学校へと進学

させています。 

同じ学割定期の負担で済めば、

より多くの生徒が通学できる

ようになります。 

※各項目は、応募団体が作成した内容を掲載しています。 

 

 

 

① 上記の応募団体リストより、応援したい団体をお選びください。（2 団体まで） 

② 下記の組合員投票用紙へ番号・団体名をご記入ください。併せてぜひ応援メッセージもお願いします！ 

③ 投票用紙は切り取り、配達便またはデポーフロアへご提出ください。 

❖ 投票期間中は生活クラブ虹の街ホームページでも投票を受け付けています。 

  また、二次元コードでの申し込みも受け付けています。 

❖ 集計後、エッコロ福祉助成審査委員会で最終審査に反映させていきます。 

 

 

 

-------------------------------------------きりとり-------------------------------------------- 

エッコロ福祉基金『エッコロ福祉助成』2020 年度助成事業 組合員投票用紙 

 

組合員ＣＤ：        お名前：          お住まいの地域：       市･町･村 

番号 応援したい団体名 応援メッセージお願いします！ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

番号 応援したい団体名 応援メッセージお願いします！ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事務局記入欄】センター・デポー名（      ） コースＮｏ（    ） 

＊いただいた個人情報は目的外の使用はせずに、適切に管理いたします。 

2020 年 1 月 生活クラブ虹の街 エッコロ福祉助成審査委員会 

 組合員投票の方法  

投票の締めきり 
【問い合わせ先】 

福祉・たすけあい事業部 ☎043-278-7768（平日 9：00～17：00） 


