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本誌掲載の寄付先への寄付受付期間：2011年 9月1日～2012年 8月31日

2011 秋



　「この寄付は、何に使われるんだろう？」情報化社会が成熟し、さまざまな情報を手に入れ

やすくなった私たちが、自分の寄付金の行き先を確かめたくなるのは当然のことでしょう。ま

た、もっと自分の気持ちに近い寄付先、自分自身が日頃から感じている「何とかしたい」とい

う思いを叶えてくれそうな活動はないか、と考える人が増えているようです。

　私たちみらいファンド沖縄は、県内で社会的課題の解決に取組む NPO を支援する公益財団

法人です。「寄付をしたいけれど、どんな NPO があるの？」「その NPO はこれまでどんな活

動をしているの？」というような疑問にお答えすることで、NPO への支援の流れを変えたい

というのが、私たちの活動の目的です。

　NPO の活動には必ず、社会的課題の解決という目的があります。地球全体レベルの大きい

話から、地域の小さいけれど複雑な問題まで、多種多様なストーリーがあります。

　この冊子では、県内の NPO とその事業を紹介しています。これらは、みらいファンド沖縄

の寄付募集活動支援プログラムで支援しているもので、みらいファンド沖縄を通じて寄付をす

ることで、その NPO を支援することができます。いずれも、みらいファンド沖縄が設置する

助成等選考委員会によって厳正な選考を行った上で採択された事業で、いただいた寄付金をき

ちんと社会の課題解決に役立てることのできる団体です。

　

　この冊子で紹介している NPO とその活動の中に、あなたが共感できるものがあれば、ぜひ

寄付で応援してくだい。沖縄がもっと住み良いところになってほしい、というあなたの気持ち

を、NPO が実践します。

寄付の行き先、気になりませんか？

活動には「ものがたり」があります。

　みらいファンド沖縄は、2011 年 4 月に沖縄県より「公益認定」を受けた、公益財団法人です。公益財団法人へ寄付をすると、その金額に応じて税制優遇が受けられます。

みらいファンド沖縄では、この制度を活用して、NPO が活動をしていく資金の調達を支援しています。個人の場合は、「寄附金控除」の形で、所得税や住民税が安くなり、法

人の場合は、「損金算入」の限度額が広がります。

公益財団法人の税制優遇のメリットを活用して NPO の寄付募集を支援しています。

寄付金の税制優遇や、寄付の受付に関する注意事項について、くわしくは P14 ～ 15 をごらんください。

みらいファンド沖縄は公益財団法人です。

●ここで言う NPO とは、特定非営利活動法人（NPO 法人）のみならず、任意団体や社団・財団法人を含む広義の NPO のことです。

はじめに



沖縄がすこしずつ良くなることを手助けできる
寄付先があります

ごみ減量体験型・環境学習プログラム
「買い物ゲーム」事業
助成先：沖縄リサイクル運動市民の会

小学校に環境学習ワークショップ
をプレゼントできる寄付 P4

生活困窮者のための新しい就労支援事業
助成先：特定非営利活動法人プロミスキーパーズ

就職困難者に自分の力に気付ける
ジョブカウンセリングを P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

沖縄学生 SIFE ワールドカップ派遣支援基金
助成先：地域活動に関心があり、SIFEワールドカップ視察

を希望する県内大学生（公募）

グローバルな視野をもつ、
沖縄の次代を担う人材の育成を P13

P14・15寄付の流れ・寄付控除の説明

ぱくと採択事業  8 事業 じぶん基金  ２基金

NPO の寄付募集活動を支援するプログラムです。NPO は自ら取り組んでいる社会的課
題を社会に対し PR し、事業に必要な寄付を募ります。みらいファンド沖縄は税制優遇制
度を活用し、NPO の寄付募集活動を支援します。

「生活する個人」が持つ専門性から気付ける、身近な社会的課題もあります。「じぶん基金」
は、そんな「気付いた個人」を支えながら基金づくりをし、課題解決のチャレンジを応援
していくプログラムです。

目 次

沖縄アーティスト送出事業「カルコンテ」
助成先：特定非営利活動法人沖縄イベント情報ネットワーク

全国ネットワークを活かした公演
活動支援でアーティストを育成

沖縄の学生がつくる
演劇の県外公演プロジェクト
助成先：特定非営利活動法人 HIV 人権ネットワーク沖縄

演劇に取り組む学生をハンセン病
シンポジウム開催地へ派遣

沖縄の学生の環境活動チャレンジ支援事業
助成先：NPO エクスブリッジ

沖縄 ecocon 受賞学生が、
アイデアを形にするために

CAP プログラム
「お試しセット」プレゼント事業
助成先：特定非営利活動法人おきなわ CAP センター

子どもへの暴力防止ワークショッ
プを寄贈できる

障がいがあってもお家で生活ができる
環境づくりシンポジウム事業
助成先：一般社団法人 Kukuru（くくる）

障がいを持つ子どもを支えるため
のシンポジウム開催に支援を

マチグヮーで子どもを育てる
職場体験受入れプロジェクト
助成先：特定非営利活動法人まちなか研究所わくわく

小中学生の職場体験学習をマチ
グヮーで受入れることを支援

沖縄離島バドミントン基金
助成先：沖縄離島バドミントンスクール実行委員会

講師派遣を通じて、
離島のこどもたちの成長を支援



公益財団法人みらいファンド沖縄
寄付と助成のプログラム対象事業

http://miraifund.org/

Check!!
公益財団法人みらいファンド沖縄を通じてこの事業にいただいた寄付は、税制優遇（寄附金控除／損金算入）の対象となります

寄付募集目標額

＊領収証の必要な方は、みらいファンド沖縄まであらかじめ「寄付申込み」を行い、領収証発行に必要な事項をお知らせください。　
＊各寄付受付口座の名義はすべて「公益財団法人みらいファンド沖縄（代表理事 小阪亘）」となります。

4

寄付受付情報
専 用
口 座

郵 便
振 替

　本物そっくりに描かれたイラストの材料キッ

トを使って、買い物体験をしながらゴミ減量に

ついて学べるプログラムです。お家でカレーを

作るという設定で、材料を模擬店舗から買うこ

とからスタートします。そのときにどうしても

発生するのが、容器や包装のゴミ。その量や質、

処理の仕方、環境への影響などについてをみん

なで考える場が、「買い物ゲーム」です。

　このプログラムは、沖縄リサイクル運動市

民の会のオリジナル。2004 年にはグリーン購

入大賞優秀賞を受賞するなど、全国に広がり

つつある、沖縄発の環境学習プログラムです。

2000 年の開発から 11 年の間に、249 校、683

回（クラス）、延べ 22484 名の人々がこのプロ

グラムを体験しています。

　このプログラムは、2000 年から実施しはじ

め、今年 2011 年 7 月までに、通算 683 回も

実施されてきました。実施後の保護者アンケー

トによれば、体験した子どもの７割が、家庭で

の言動に変化があったそうです。「ゴミは分別

しなきゃ！」「買い物に行くなら、マイバッグ

を持っていこうよ」と、子どもたちが言うこと

で、お家の人にも変化が生まれます。

　このように、子どもたちが大人に与える影響

はもちろんですが、子どもたちがそんなエコ・

マインドを持って大人になったら、さらにゴミ

は減量できることでしょう。

　「買い物ゲーム」をできるだけ多くの子ども

へ届けたい、と沖縄リサイクル運動市民の会で

は、寄付を募っています。この事業にいただい

た寄付は、小学校や公民館での「買い物ゲーム」

実施の費用（指導員の日当やゲームで使用する

道具の運搬費等）に活用されます。

　また、このプログラムの継続と質の向上のた

めにファシリテーター（指導員）の育成トレー

ニングも行われます。意見聴取などを行い、い

ただいた寄付を学生が有効に使えるよう、サ

ポートしていくそうです。

　学生が真剣に地域社会の課題を向き合うこと

を応援する気持ちで、寄付をいただければと思

います。

「買い物ゲーム」とは

子どもが変われば、
大人も変わる！

子どもたちと一緒に、
沖縄の未来を守る

小学校に環境学習ワークショップをプレゼントできる寄付

ごみ減量体験型・環境学習プログ
ラム「買い物ゲーム」事業
助成先：沖縄リサイクル運動市民の会

92,000 円× 5 回分＝ 460,000 円

スタッフの声

利用者の声

「ごみ問題」を学べるプログラムは意外に少

なく、日々の暮らしとの密接なつながりを体

感できるプログラムとなると他にないと思

います。毎年、小学校をはじめ応じきれない

ほどの申し込みがあり、また県外の自治体

や海外の NGO などからも実施依頼が来てい

ます。スタッフとして関わって 5 年になり

ますが、「ごみを捨てるのってタダじゃない

んだ！」という子どもたちの素直な気づきに、

いつもハッとさせられてしまいます。

…眞喜志 敦（沖縄リサイクル運動市民の

会　環境教育プロジェクトスタッフ）

ごみの処理にお金がいっぱいかかっていて

ムダだなと思いました。工夫すればごみの

数は少なくなると気づきました。今までは

少ししかエコに対する意識がなかったけれ

ど、この勉強をしてその気持ちが高まった

と思います。 …小学４年生　A さん

ごみ減量体験型・環境学習プログラム「買い物ゲーム」事業
助成先：沖縄リサイクル運動市民の会

沖縄銀行　鳥堀支店　普通　１３８７８７６
琉球銀行　首里支店　普通　５８０４０５

０１７８０－６－１４９２０４
【通信欄への必記事項】買い物ゲーム

・指導員を 3 ～ 4 名派遣

・道具の運搬

・指導員養成トレーニング実施

92,000 円集まったら、
小学校や公民館で「買い物ゲーム」
を１回実施できます。

買い物ゲームで、子どもたちが食材を選ぶようす

ごみ処理のルートを説明するようす
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　怪我や病気、会社の都合など、本人の思いも

よらないきっかけで仕事を失った方が、その後、

積極的に就職活動をしても、なかなか仕事を得

られず、やがて就職活動や生活そのものがまま

ならなくなった…。こうした経緯で生活困窮者

となる方は、次第に「社会」からこぼれおちて

しまいます。

　こうした方たちは、自分の持っているスキル

を過小評価しており、新しい仕事を見つける窓

口を狭くしてしまいがちです。また近年では、IT

化が進んだため、自らハローワークで職を検索

することも難しくなった方も少なくありません。

　

　プロミスキーパーズは、沖縄県内における路

上生活者や生活困窮者の支援を行っている団体

です。県内では数少ない居宅を持った団体で、

現在２施設に 200 名近くの方が生活していま

す。また、就職が困難な方もいますが、運営す

る農地などで軽作業に携わることから始め、フ

ルタイムでの就職が可能になるよう支援を行っ

ています。プロミスキーパーズでは、今回新し

く就労支援事業をスタート。施設に入居する方

はもちろん、生活困窮者が仕事を得て社会復帰

をすることを、丁寧な就労カウンセリングで支

援したいと考えています。みらいファンド沖縄

を通じた寄付では、２ヵ月間の就労カウンセリ

ングを行う費用を募っています。

　「職業紹介責任者」という資格があるのをご

存知ですか？　職業紹介を行う事業者には、こ

の資格を持つ人を配置することが、職業安定法

で義務づけられています。プロミスキーパーズ

には、この資格を持つ人が３人おり、この事業

に真摯に取り組んでいます。

　まずは、丁寧なヒアリングで相談者の職歴や

技能・スキルなどを聞き取り、企業を紹介。そ

れだけに留まらず、不採用時の改善点を一緒に

考えたり、採用後の悩み相談をしたりというよ

うに、求人票を渡すだけではないサポートが行

われています。仕事を探す人に寄り添う、根気

強い支援を行えるよう、みなさまのご支援をお

願いいたします。

どんな技術を持っているか、
気付くことからはじめよう

自立を促す就職支援を

資格を持つ相談員が
根気強くサポート

生活困窮者に自分の力に気付けるジョブカウンセリングを

就職困難者のための
新しい就労支援事業
助成先：特定非営利活動法人プロミスキーパーズ

57,500 円× 4 回分＝ 230,000 円

利用者の声
私はプロミスキーパーズのお世話になる前

は那覇市内でホームレスをしていました。

その時はその日食べるので精一杯でした。

しかし、那覇市役所からプロミスキーパー

ズの施設を紹介され、宿泊・食事の提供を

してもらいながら、なんとか求職活動が出

来る形を作ってもらいました。

そして、施設のスタッフの方が私のホーム

レスになる前の仕事のことを聞くと、いく

つかの仕事を紹介してもらいました。今は

その中の一つで就職することができまし

た。まだ正社員ではなく、アルバイトのよ

うなものですが、今後この職場で頑張ると

正社員へステップアップもできるという環

境も作ってもらいました。

今後プロミスキーパーズでお世話になった

御恩を少しでも返していけるように頑張っ

ていきます。

…T.F さん

生活困窮者のための就労支援事業
助成先：特定非営利活動法人プロミスキーパーズ

沖縄銀行　鳥堀支店　普通　１３８７８８７
琉球銀行　首里支店　普通　５８０４１２

０１７８０－６－１４９２０４
【通信欄への必記事項】就労支援

① 初来所・初回面談 （職歴や希望職種の聞き取り）

② 求人情報の紹介・収集

③ 企業面接（不採用時の原因改善）

④ 企業実習

⑤ 本採用

⑥ 月 2 回程度の定期訪問

いただいた寄付は、こうした支援活

動担当するスタッフ人件費や事務所

維持費に充てられます。

スキルカウンセリングのステップ

プロミスキーパーズが行う炊き出しのようす。
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　沖縄の風土が育んだ文化芸術が、沖縄の魅力

発信という面で非常に大きな役割を担ってきた

ことは、誰もが知るところ。伝統芸能、音楽な

ど、さまざまな分野のアーティストが沖縄から

本土へ出掛け、活動しています。

　しかし、本土のアーティストと異なるのは、

本土までの移動に費用がかかってしまうこと。

これが実は、" 超 " メジャーなアーティスト以外

には、非常に大きなハードルです。自ら活動の

幅を広げるために本土でのツアーを組むにも、

その費用をチケットに反映させざるを得ず、観

客へ割高感を与えざるを得ません。それだけで

なく本土のイベント企画者も、費用がかさむ分、

沖縄のアーティストに声を掛けにくいのです。

　そんなアーティストたち共通の悩みを知った

のは、沖縄イベント情報ネットワーク。この

NPO 法人は、『箆柄暦（ぴらつかこよみ）』と

いうイベント情報サイトを運営し、沖縄の音楽・

演劇・美術・伝統芸能等のイベント情報を紹介

しています。毎月発行しているフリーペーパー

版は、ゆいレールの各駅や劇場などで見かけた

方も多いことでしょう。

　実は、県内イベントだけでなく、沖縄アーティ

ストの県外での活動も紹介しており、そんな形

の情報誌は他県では類がありません。フリー

ペーパー版は、実は県外の沖縄料理店・ライブ

ハウスなどにも「送ってほしい」との要望が多

く、編集部は全国に強いネットワークを有して

います。そんな沖縄イベント情報誌だからこそ

できるアーティスト支援をと考え、今回、みら

いファンド沖縄の支援プログラムを活用するこ

とにしました。

　「カルコンテ」とは、カルチャー＋コンテナ

のこと。沖縄の文化芸術を " 輸出 " する支援で

す。演奏・上演のできる場所はどこか、沖縄の

文化芸術を待っている人たちがどれだけいる

か。そんな情報を事前にアーティストに提供す

るなど、演奏・上演活動の開拓のための支援活

動と渡航費補助を行うため、寄付を募っていま

す。支援アーティストは『箆柄暦』でも紹介し

ていきます。沖縄の文化芸術をもっと多くの人

に知ってもらいたい！　という方からの寄付を

お待ちしています！

沖縄の魅力を伝えるアーティス
トを、もっと本土へ！

沖縄最強のイベント情報誌だから
できる支援をアーティストに！

沖縄のアーティストの活動の幅
を広げる支援

全国ネットワークを活かした公演活動支援でアーティストを育成

沖縄アーティスト送出事業 
「カルコンテ」

助成先：特定非営利活動法人沖縄イベント情報ネットワーク

115,000 円× 6 回分＝ 690,000 円

『箆柄暦（ぴらつかこよみ）』は
沖縄最強のイベント情報フリー
ペーパー！
2011 年 8 月で通算 100 号

毎月 18,000 部を県内外で配付

県外約 500 の沖縄料理店等に配付

毎月約 700 件のイベント情報を掲載

ウェブ版もぜひご覧ください

http://event.uruma.jp/

沖縄アーティスト送出事業「カルコンテ」
助成先：特定非営利活動法人沖縄イベント情報ネットワーク

沖縄銀行　鳥堀支店　普通　１３８７９４５
琉球銀行　首里支店　普通　５８０４９８

０１７８０－６－１４９２０４
【通信欄への必記事項】カルコンテ

アーティスト１組につき

115,000 円分の支援

・渡航費の補助

・マネジメントと広報支援

・事務費運営費等

いただいた寄付は
こんな費用に充てられます。

箆柄暦 100 号の歴史を紹介する展覧会のようす
（ジュンク堂書店那覇店にて）

『箆柄暦』100 号記念ライブ「ぴらつか音楽祭」リハーサルの様子
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沖縄の学生がつくる
人権劇の県外公演プロジェクト

演劇に取り組む学生をハンセン病シンポジウム開催地へ派遣

　沖縄県は、HIV/AIDS の感染率が全国第 3 位

です。予防のための啓発も継続して必要ですが、

実は、差別・偏見に苦しむ人もいます。また、

差別・偏見は間違った知識を招き、肝心の予防

も阻害される危険もはらんでいます。

　HIV 人権ネットワーク沖縄では、夜間電話相

談や街頭検査などの予防活動を行う他、2000

年から毎年 12 月頃に「人権フォーラム」を開

催し、差別・偏見をなくす活動にも力を入れて

います。

　そのシンポジウムをはじめ、県内でのさまざ

まなイベントで上演しているのが、小学生～専

門・大学生による人権を考える演劇作品です。

毎年 40 ～ 60 名ほどの学生が、おのおの役割

を担い、作品を作り上げます。『光の扉を開けて』

という作品では、HIV 感染者が元ハンセン病患

者と出会います。病に対する差別の歴史を遡る

とハンセン病に行きつき、作品のテーマに折り

込んだそうです。

　この作品が厚生労働省の目に止まり、2008

年から毎年、日本各地で行われる「ハンセン病

シンポジウム」に招聘されるようになりました。

昨年度 2010 年は青森で公演。好評を得て、子

どもたちもますます自信がつきました。

　しかし、招聘される予算はいつも十分ではあ

りません。離島沖縄から本土へ行くには、旅費

がどうしてもかかってしまうからです。学生の

個人負担が少なからず発生し、中には参加でき

ない子もいました。「今年こそは、みんなで行

きたい！」というのが、子どもたちはもちろん、

スタッフの願いでもあります。

　HIV 人権ネットワーク沖縄では、「HIV」を

「ヒューマン・インナー・バリュー」の略とも

捉え直し、若者が思いやりの心を持って社会へ

はばたいてほしいと願っています。生きる上で

の義務と責任、思いやりや感情のコントロール

の大切さ、話す前に考えて、他人を傷つけず、

自分も大切にすることに気付く……。

　演劇作品をみんなで作り上げることを通じ、

大切なことを学んだ学生たちが、その成果を発

表しに行けるよう、どうぞご支援ください！

沖縄の学生がつくる人権の県外公演プロジェクト
助成先：特定非営利活動法人 HIV 人権ネットワーク沖縄

助成先：特定非営利活動法人 HIV 人権ネットワーク沖縄

沖縄銀行　鳥堀支店　普通　１３８７９０１
琉球銀行　首里支店　普通　５８０４３６

０１７８０－６－１４９２０４
【通信欄への必記事項】学生人権劇

30,000 円× 45 回分＝ 1,350,000 円

HIV/AIDS の社会的課題は、
差別・偏見へ

差別の歴史を遡る人権劇が、
日本全国の患者を勇気づける

学生たちが学んだ大切な気持ち
を伝えに全国へ

演劇に携わる学生の思い
愛の素晴らしさとか、友愛を改めて知りま

した。それを演劇で伝えられたかなと思い

ます。また達成感でいっぱいです。自分も

ハートを開いて仲間と接していきたいなと

思いました。今回自分はたくさんの正しい

行いや愛などを学び、得ました。それを心

に留めておいて、日常で表していきたいと

思いました。「本当に尊いもの、美しいもの、

それは愛！　この世は愛で満ちている！」

というセリフで本当にそうなのだなと改め

て気づかされました。

…首里東高校１年　女子（おばあさん役）

2011 年 11 月には、静岡で公演！
みんなで行けるといいな。

県内でも公演をしています。

詳しくはウェブサイトをご覧ください。

http://www.hiv-net.com/

公演のもよう

2010 年の青森公演に参加した学生たち
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　近年、学生が地域社会の課題に取り組んでい

るのを見聞きすることが増えてきました。地域

づくりや環境保全、社会的弱者支援など、その

活動は多岐に渡ります。東日本大震災の被災地

にも多くの学生がボランティアとして訪れてい

ることは、ご存知のことでしょう。ここ沖縄は、

沖縄を心から愛する学生が多いことから、そう

した活動を行う学生も多いように思います。

　エクスブリッジは、大学生インターンシッ

プ（職業体験）のコーディネート業務を行って

いるある会社の、企画部門が独立し設立された

NPO です。歴史は浅いものの、「つながりをデ

ザインする」をキーワードに、地域づくり事業

などを行っています。中でも、地域課題に関心

のある学生の支援にも力を入れています。

　今年、那覇市の「4R 推進事業」に関わる中

で、ここでも若者の豊かな感性を活かしたいと、

ゴミ問題を解決するアイデアを募るコンテスト

「沖縄 ecocon」開催を計画しています。

　せっかく若者から寄せられたアイデアをぜひ

活かしたいと、エクスブリッジでは、コンテス

トの開催費用とは別に、学生に託せる「活動資

金」を寄付で募ることにしました。エクスブリッ

ジでは企画のブラッシュアップや、専門家への

意見聴取などを行い、いただいた寄付を学生が

有効に使えるよう、サポートしていくそうです。

　学生が真剣に地域社会の課題を向き合うこと

を応援する気持ちで、寄付をいただければと思

います。

ゴミ減量に瑞々しいアイデアを

地域課題に取り組む学生が増え
ています！

学生のチャレンジを応援してみ
ませんか？

沖縄 ecocon 受賞学生が、アイデアを形にするために

沖縄の学生の
環境活動チャレンジ支援事業
助成先：NPO エクスブリッジ

115,000 円× 3 回分＝ 345,000 円

4R とは？

沖縄 ecocon とは

団体利用者の声

環境を保全し持続可能な社会をめざす、ゴ

ミに関する取組みのこと。Recycle（リサ

イクル／再生利用）・Reuse（リユース／

再使用）・Reduce（リデュース／減量）・

Refuse（リフューズ／拒絶）の４つの頭

文字をとってこう言われています。

エクスブリッジがサポートする那覇市「4R

推進事業」の一環として、2012 年 3 月に

開催予定している、学生のアイデアを募る

コンテスト。学生たちが、沖縄のゴミの排

出量を減らすアイデアを出し合います。

地域と関わっていく機会があることで、大

学内だけでは知らなかった、世の中の課題

を知り、実際に自分たちで解決に向けて

チャレンジする機会を得られました。自分

なりに考え行動すると、また新しい発見が

ありました。その繰り返しのなかで自然と

自分の進みたい方向性がわかるようになっ

たと思います。

また活動の中で多くの大学生の仲間達がで

きました。私は就職で沖縄を離れますが、

その仲間たちと、将来は沖縄に戻って一緒

に沖縄の活性化に繋がることをやっていこ

うと目標を立てています！

…R.A さん（県内大学の学生）

沖縄の学生の環境活動チャレンジ支援事業
助成先：NPO エクスブリッジ

沖縄銀行　鳥堀支店　普通　１３８７９５６
琉球銀行　首里支店　普通　５８０４８１

０１７８０－６－１４９２０４
【通信欄への必記事項】学生環境チャレンジ

学生ワークショップのようす

環境に関心のある学生たちのワークショップのようす
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CAP プログラム
「お試しセット」プレゼント事業

子どもへの暴力防止ワークショップを寄贈できる

　沖縄は、出生率も他県に比べて高く「子宝の

島」と言われています。しかし、子どもがさま

ざまな暴力に会う危険の少ないところとは決し

て言えません。いじめ、児童虐待、集団暴行、

米軍基地から派生する暴力……子どもたちの周

囲には、さまざまな形の暴力が存在します。

　周囲の大人は、パトロール活動をしたり、子

どもを危険に近づけたりしないようよう努力さ

れていることでしょう。しかし、万が一、子ど

もが被害にあいそうになったとき、自分を守れ

るのは子ども自身です。子どもが身を守ること

を知る事は、とても大切です。

　さらに、子どもが暴力の被害にあった後、大

人たちの反応がさらに心を傷つけてしまうこと

もあります。子どもに対し「危険なところに行っ

たのが悪い」「どうして逃げなかった？」と言っ

てしまうと、子どもはいつまでも自分を責めて、

本人の回復力も失われ、大人に相談することも

できなくなるそうです。

　CAP プログラムとは、子どもに直接人権に

ついて伝え、暴力回避の方法を教え、相談する

大切さを共に学ぶワークショップです。おきな

わ CAP センターは、2011 年で 15 周年を迎え、

これまでの CAP プログラム実施回数は 2000

回を超えます。子ども自身に勇気を希望を与え、

身を守る方法を楽しく学べる CAP プログラム

は、学校からの依頼を受け実施する他、自治会

などから依頼を受けることもあるそうです。

　また、大人向けのワークショップもあり、子

どもを暴力から守る知識、暴力を受けた子ども

を支える方法などを知る事ができます。

　年間約 200 回のプログラムを実施するおき

なわ CAP センターですが、それでもまだ沖縄

のすべての子どもたちのところには届いていま

せん。しかし、受入れる学校側には講座に使え

る予算が少なく、なかなかプログラムを呼べな

いのが現状です。

　おきなわ CAP センターでは、このプログラ

ムの「お試しセット」を、まだ CAP プログラ

ムを実施したことのない学校・地域へプレゼン

トするため、寄付を募っています。

　問題が起きたときに、このプログラムを受け

ていれば、勇気を出せると思います。CAP プ

ログラムを一人でも多くの子どもに受けてもら

えるよう、寄付による支援をお願いいたします。

CAP プログラム「お試しセット」プレゼント事業
助成先：特定非営利活動法人おきなわ CAP センター

助成先：特定非営利活動法人おきなわ CAP センター

沖縄銀行　鳥堀支店　普通　１３８７９１２
琉球銀行　首里支店　普通　５８０４４３

０１７８０－６－１４９２０４
【通信欄への必記事項】CAP プログラム

100,000 円× 3 回分＝ 300,000 円

傷ついた子どもを、さらに責め
ていませんか？

沖縄のすべての子どもたちに
CAP プログラムを

子どもが自分を守れるように

・子どもワークショップ　２クラス分

・大人ワークショップ　１回

・子ども向け復習用書籍を提供

・相談機関一覧カードを配布

100,000 円集まったら、
こんなプログラムが
１校にプレゼントされます。

代表者の言葉

子どもたちが成長する過程で

遭遇する困難や危険から子ど

もを守るためには、親や社会

の力だけでは十分ではありま

せん。子どもが自分自身を守

る力を身につけ、自分を大切

にする気持ちを持つ。それが

自分を守る第一歩です。子ど

もが安心して自信を持って、

いきいき生きること、それが

CAP の願いです。

長田 清
NPO 法人おきなわ CAP セ
ンター 代表理事

就学前ワークショップのようす
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障がいがあってもお家で生活がで
きる環境づくりシンポジウム事業

障がいを持つ子どもを支えるためのシンポジウム開催に支援を

　重度の障がいを持ち、医療的ケアが必要な子

どもが、在宅生活をしているケースがあります。

施設に入所できれば手厚いケアを受けられそう

な印象がありますが、実は法的制約から医療的

ケアを行える施設は数が少なく、受け入れられ

る子どもの人数に限りがあるため、在宅介護を

選択せざるを得ない家族は多いのです。

　重度の障がいを持つ子どもほど、必要な支援

を受けにくく、その負担は家族にのしかかりま

す。つきっきりになるため共働きはできないの

に、在宅ケアに必要な薬や衛生材料などの負担

で経済的にも負担が大きくなるためです。24

時間介護を強いられる家族は、その生活にも負

担がかかるばかりか、地域社会から孤立しがち

となり、身も心も疲れてしまう……。そんなケー

スは少なくありません。

　一般社団法人 Kukuru（くくる）は、障がい

者のいる家族の旅行を支援しています。沖縄

の海・空・文化……誰もがあこがれる沖縄へ

の旅行。それは障がいを持つ人でも同じです。

Kukuru では、家族の要望に応じ、ケアスタッ

フを配置したり、車いすでも入れるお店を紹介

したり、と家族の思い出づくりを全面的にサ

ポートする事業を行っています。沖縄への受け

入れは月２組程度。法事などで本土へ行きたい、

という沖縄からの旅行もお手伝いしています。

　また、Kukuru は、障がい児を持つ家族が、

介護から一時的に解放され休息を取ること＝レ

スパイトの必要性も強く訴えており、家族の代

わりに数時間の介護を請け負うサービスも実

施。家族がみんな、笑顔で過ごせることを願っ

て……。

　Kukuru では、障がいを持つ子どもとその家

族を地域で支えられるネットワークづくりをめ

ざして、シンポジウムを開催してきました。こ

れまでの２回では、いずれも 100 名を超える

参加者があり、関心はとても高いことがわかり

ます。障がいを持つ子どもとその家族が地域社

会で暮らしていくことは可能です。そのために

は、医師、看護師、介護に携わる人、そして、

家族の住まう地域の人々をつなぎ、支え合う

ネットワークをつくることが重要です。

　今回、寄付をお願いするのは、障がい児のい

る家族を支える地域社会のネットワークを考え

るシンポジウムの開催の費用です。みなさんの

寄付が、多くの家族の笑顔につながります。

障がいがあってもお家で生活ができる環境づくりシンポジウム事業
助成先：一般社団法人 Kukuru（くくる）

助成先：一般社団法人 Kukuru（くくる）

沖縄銀行　鳥堀支店　普通　１３８７９２３
琉球銀行　首里支店　普通　５８０４６７

０１７８０－６－１４９２０４
【通信欄への必記事項】在宅ケアシンポジウム

115,000 円

医療的ケアを必要とする子ども
たちとその家族

家族みんなが笑顔になることを
支援する Kukuru

障がいを持つ子どもとその家族
が、地域で暮らせるように

代表者の言葉

医療的ケアが必要な子供が在

宅生活を送るためには、その

介護を担う家族支援と地域の

支えが必要です。Kukuru で

は、小児在宅障がい児の家族

支援を基本理念に活動を行っ

ています。医療的ケアがある

在宅生活は介護負担がより大

きくなり、なおかつ行政支援

が受けにくい現状を、皆さん

に知っていただき、支援活動

にご協力いただければと思っ

ています。

鈴木 恵
一般社団法人 Kukuru（くく
る）代表理事／看護師

障がい児と家族の沖縄旅行のようす

前回のシンポジウムのようす



寄付受付情報

公益財団法人みらいファンド沖縄
寄付と助成のプログラム対象事業

http://miraifund.org/

Check!!
公益財団法人みらいファンド沖縄を通じてこの事業にいただいた寄付は、税制優遇（寄附金控除／損金算入）の対象となります

寄付募集目標額

＊領収証の必要な方は、みらいファンド沖縄まであらかじめ「寄付申込み」を行い、領収証発行に必要な事項をお知らせください。　
＊各寄付受付口座の名義はすべて「公益財団法人みらいファンド沖縄（代表理事 小阪亘）」となります。

11

専 用
口 座

郵 便
振 替

マチグヮーで子どもを育てる
職場体験受入れプロジェクト

小中学生の職場体験学習をマチグヮーで受入れることを支援

　那覇市の国際通り周辺の中心市街地には、戦

後の闇市から発展した市場、マチグヮーがあり

ます。その市場特有の雑多感と異国情緒もほの

かに漂う界隈は、観光客に人気のスポットなの

は誰もが知るところ。しかし、スーパーマーケッ

トに慣れた地元住民には、あまり足を運ばない

場所となりつつあります。マチグヮー周辺の学

校に通う子どもたちからは、「市場に行ったこ

とがない」「行く用事もないし」という声が聞

こえています。

　一昔前まで商店街のお店は、子どもたちが最

初に目にする「職場」のひとつでした。スーパー

マーケットどころかインターネットでの買い物

に慣れた子どもは、「働くこと」の具体的なイ

メージが持てるでしょうか？

　マチグヮーが、中学生の「職場体験」を受

入れ始めたのは 2005 年。近隣の中学校をはじ

め、年に数回、20 名ずつを受け入れてきまし

た。お店のお手伝いを通じて子どもたちは「働

く」ということを具体的に受け止めるようにな

ります。元気にお客さんに挨拶をする子どもた

ちの声は、マチグヮーを明るくします。それだ

けではなく、受け入れる側のお店の方たちから

は、働く姿を見られることで気持ちが引き締

まった、という声もあるそうです。

　当初は、NPO 法人まちなか研究所わくわく

が受入れてくれるお店を探し、交渉や受入れ後

の中学生のアフターケアをしてきました。現在

は、マチグヮーの有志とともに行っています。

これまでは、依頼がある毎に対応をしてきまし

たが、この「職場体験」をプログラム化し、よ

り多くの中学生を受け入れていければ、と考え

ています。しかし、予算も人員もなく、受け入

れ件数を増やすことができません。

　「体験」すれば、そこはもう知らない世界

ではなくなります。きっと将来もずっとマチ

グヮーを、そしてマチグヮーを内包する那覇の

街を好きでいてくれることでしょう。

　このプロジェクトへの寄付は、受入れてくれ

るお店のコーディネイト、マチグヮーの歴史や

働くときのマナーを学ぶ事前学習会、そして体

験を振り返る会など、中学生の「職場体験」が

実りあるものになるためのサポート費用に使わ

せていただきます。

マチグヮーで子どもを育てる職場体験受入れプロジェクト
助成先：特定非営利活動法人まちなか研究所わくわく

助成先：特定非営利活動法人まちなか研究所わくわく

沖縄銀行　鳥堀支店　普通　１３８７９３４
琉球銀行　首里支店　普通　５８０４７４

０１７８０－６－１４９２０４
【通信欄への必記事項】在宅ケアシンポジウム

０１７８０－６－１４９２０４
【通信欄への必記事項】マチグヮー職場体験

ウチナンチュは行かない？

３日間の職場体験は、子どもも
大人も学びがいっぱい

マチグヮーが地域住民に愛され、
利用される場所になるように 『19 人が語った

マチグヮーの歴史』

年配者の貴重な記憶を残していくととも

に、 若い世代にマチグヮーに親しみを感じ

てもらうきっかけづくりになればと、 まち

なか研究所わくわくが発行した冊子です。

1950 ～ 70 年代当時の写真やランドマー

クを記入した地図、 年表を掲載し、商店街

の歴史を多面的にとらえられるよう構成。 

また、商店街の活性化をテーマにしたグ

ループ学習のためのワークシートもあり、

中学校の先生方にも使いやすく工夫されて

います。この冊子のお問合せは、まちなか

研究所わくわくまで。

http://www.machiwaku.com/

80,000 円× 2 回分＝ 160,000 円

・店舗への受け入れ交渉

・中学校への出前講座（歴史・マナー）

・マチグヮーの紹介冊子の配付

・職場体験終了後の振り返り会

寄付 80,000 円分が集ったら、
中学生 20 名の「職場体験」受け入
れ事業ができます。

職場体験のようす

職場体験前のオリエンテーションのようす
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寄付募集目標額
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じぶん基金
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寄付受付情報
専 用
口 座

Check!!
公益財団法人みらいファンド沖縄を通じてこの事業にいただいた寄付は、税制優遇（寄附金控除／損金算入）の対象となります
＊領収証の必要な方は、みらいファンド沖縄まであらかじめ「寄付申込み」を行い、領収証発行に必要な事項をお知らせください。　
＊各寄付受付口座の名義はすべて「公益財団法人みらいファンド沖縄（代表理事 小阪亘）」となります。

2010 年 7 月 か ら 2011 年 10

月までに 536,336 円の寄付をい

ただき、こんなことができました。

・4 つの離島で、のべ 9 回の講習会を開催

・のべ 20 人の講師を派遣

・のべ 222 人の子どもが受講

・合計 840 球のシャトルを寄贈

引き続き、ご支援をお願いいたします！

沖縄離島バドミントン基金

講師派遣を通じて、離島のこどもたちの成長を支援

　沖縄県内の離島や山間地の小中学校では、バ

ドミントン競技が人気のスポーツとなっていま

す。それは、子どもの人数が少なく、野球やサッ

カーといった多人数を必要とするスポーツをす

るのが困難だからです。また一方で、体育館等

の設備が充実していることも、その理由のひと

つとなっています。

　スポーツ競技を通じて達成感や社会性を得る

ことによって、子どもたちに自信や豊かな心が

育まれます。離島にも専門的な指導をしてくれ

る人がいれば、子どもたちの目標も高まるので

すが、なかなかそういうわけにもいきません。

　そんな状況を見て「自分にできることがある」

と思ったのは、那覇市出身の大見謝恒章さんで

す。大見謝さんは、国体などにも出場した元選

手。離島出張の多いお仕事だったことから、こ

の社会的課題に気付き、出張先で機会があれば、

子どもたちの指導を行っていました。

　そんなときに、みらいファンド沖縄が設立。

ご縁あって大見謝さんと出会い、この基金を第

１号として設立することになりました。それか

ら１年の間に、50 万円を超える寄付をいただ

き、離島でのべ９回の講習会を開催することが

できました。

　これまでひとりで行っていた講習会も、寄付

をいただくことで、県の中高校生チャンピオン

や、沖縄銀行の社会人選手も一緒に訪島する機

会も作れました。運営を実行委員会化し、仲間

も増えつつあります。

　この小さな基金で実施される小さな講習会

は、島の子どもたちの大きな励みになっていま

す。あなたの寄付が、離島の子どもたちの笑顔

に確かにつながります。

基金の創案者の言葉

沖縄離島バドミントン基金
助成先：沖縄離島バドミントンスクール実行委員会

助成先：沖縄離島バドミントンスクール実行委員会

（2011 年 3 月末までの目標額。その後も継続して募集）

沖縄銀行　鳥堀支店　普通　１３７９５９４
琉球銀行　石嶺支店　普通　４０９７１０

ゆうちょ銀行　１７０００－１６２０２０５１

じぶんにもできることがある

子どもたちが自信を持って社会
へはばたけるように

1,000,000 円（毎年）

60,000 円の寄付が集まったら
近距離の離島に講師を２名派遣、
1 泊 2 日の講習会、シャトルを
120 個寄贈することができます！

仕事で離島を訪れた際、ある中学校で

講習会を開催しました。その時顧問の

先生より「能力の高い生徒は多いが、

専門的な指導が出来ない」との声を聞

き、他の島でも同じような悩みがある

のでは、と思いました。

バドミントンが好きな方はもちろん、

離島出身者やスポーツ好きな方にも、

ぜひこの基金にご支援をよろしくお願

いします。

大
お お み じ ゃ

見謝 恒
つねあき

章 さん

那覇市出身。中学２年からバドミントンを始め、

首里高校、沖縄国際大学を経て、社会人では国

体・全日本社会大会等に出場。昨年まで国体成

年男子監督を務める。

主な成績：インカレ出場 3 回、国体出場 5 回、

全日本シニアベスト 16（シングルス）、沖縄県

総合シングルス優勝、沖縄県総合ダブルス優勝、

沖縄県混合ダブルス優勝（３連覇）

離島では野球やサッカーができ
ない

講習会開催のようす
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寄付受付情報
専 用
口 座

郵 便
振 替

Check!!
公益財団法人みらいファンド沖縄を通じてこの事業にいただいた寄付は、税制優遇（寄附金控除／損金算入）の対象となります
＊領収証の必要な方は、みらいファンド沖縄まであらかじめ「寄付申込み」を行い、領収証発行に必要な事項をお知らせください。　
＊各寄付受付口座の名義はすべて「公益財団法人みらいファンド沖縄（代表理事 小阪亘）」となります。

沖縄学生 SIFE ワールドカップ
派遣支援基金

グローバルな視野をもつ、沖縄の次代を担う人材の育成を

　社会的課題に取り組む学生たちの世界大会

があるのをご存知ですか？ SIFE（サイフ / 

Students In Free Enterprise）は、約 40 カ国、1,500

以上の大学が参画している、大学教育と企業を

結ぶ国際的 NPO。毎年 10 月に開催される「SIFE

ワールドカップ」では、各国の予選を勝ち抜い

た大学が、27 分間の事業プレゼンテーションで

競い合います。日本も2005年から参加しており、

2010 年大会では日本代表（滋賀大学）がベスト

16 に残る快挙を成し遂げました。

　琉球大学の学生、牧志朝英さんは、学生

NPOでの活動や那覇市NPO活動支援センター

のインターンシップなどに取り組んできた中

で、「沖縄と県外・海外をつなぎたい」という

思いを強くしていました。そんな牧志さんは、

2009 年の日本代表、関西学院大学の学生の話

を聞き、SIFE への参加が学生の視野を広げる、

と確信。他の沖縄の学生 NPO にも呼びかけた

ところ、２年間で４団体が日本大会に挑戦しま

した。夢は大きく「2020 年に沖縄へ世界大会

を誘致すること」。牧志さんは来年には社会人

となりますが、これからも後輩たちを支援し、

その夢を未来に繋ぎます。

　この基金では寄せられた寄付で、世界大会を

見たいという学生に助成を行います。これまで

の派遣学生は就職・進学した後も後輩へ活動の

アドバイスをしており、世界大会誘致の夢を共

有する仲間も増えています。

　世界的視野を持つ若者を育て、沖縄の未来を

つくるこの基金への寄付をお待ちしています。

基金の創案者の言葉

沖縄学生 SIFE ワールドカップ派遣支援基金
助成先：地域活動に関心があり、SIFE ワールドカップ視察を希望する県内大学生（公募）

助成先：地域活動に関心があり、SIFE ワールドカップ視察を希望する県内大学生（公募）

沖縄銀行　鳥堀支店　普通　１３８０２６２
０１７８０－６－１４９２０４

【通信欄への必記事項】SIFE ワールドカップ

社会的課題の解決に取り組む
学生の世界大会 SIFE

じぶんたちが世界とつながり、
沖縄の未来を拓く

沖縄の学生を世界大会の視察へ

1,000,000 円（毎年）

沖縄の学生の刺激になるだけでなく、観光な

どその他の産業にも波及効果があります！

2010 年 8 月 か ら 2011 年 10

月までに 795,110 円の寄付をい

ただき、2010 年に３名、2011

年に２名の学生を派遣することができました。

引き続き、ご支援をお願いいたします！

もし SIFE ワールドカップが沖縄で
開催されたら…
1,000 人の学生と、
400 人のビジネスパーソンと、
100 人の大学関係者が、
世界約 40 カ国から来沖！

牧
ま き し

志 朝
ともひで

英 さん

これから沖縄や日本社会の変革を担っ

ていくのは、わたしたち沖縄の若者で

す。SIFE はそのビジョンを達成するの

に適していると私は考えています。

2020 年までに SIFE ワールドカップ

を沖縄に誘致したいです。そして将来、

沖縄と世界の人々が共生していくため

のつなぎ役になりたいです。

1988 年那覇市生まれ。首里高卒。琉球大学観光

産業科学部産業経営学科 4 年次。読売新聞社へ

の就職が内定。那覇市 NPO 活動支援センターイ

ンターン中の 2009 年に SIFE に出会い、2020

年世界大会の沖縄誘致を夢見る。NPO カタヤビ

ラ二代目代表。

SIFE ワールドカップ 2011 のようす
（助成を受けた学生が撮影）
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この冊子で紹介している事業・団体は、みらいファンド沖
縄ウェブサイトにも情報を掲載しています。団体の詳しい
情報や、これまでの活動のようすも、ぜひ見てみてください。

お名前、ご住所（住民票記載の住所）、連絡先
（お電話番号、E-mail）、寄付先に指定する基金・
事業名、寄付を予定している金額

＊ ウェブサイトの「申込みフォーム」のご利用が便利です。
＊ FAX 用シートを、ウェブサイトからダウンロードする

こともできます。

寄附金の税制優遇を受けるには確定申告の時に
住民票記載の住所地を明記した領収証が必要で
すので、必ず「寄付申込み」を行ってください。

＊ 事業ごとに定めた時期／方法で、寄付先に助成金が届
けられます。

＊ 助成金となるのは、いただいた寄付金の中から 15％（銀
行やクレジットカードの手数料と運営費）を除いた金
額となります

寄付したい基金・事業を選ぶ1

＊ 現金書留での入金も受付いたします。その場合「寄付申込み」
を同封いただくこともできます。

＊ 直接お持ちいただく場合は、必ず事前にご連絡をお願いいた
します。

基金ごとに寄付受付口座番号が異なります。
口座番号は必ず希望する基金・事業のページでご確認
ください。

＊ 領収証が必要な方は、必ず「寄付申込み」を行ってください。
＊ 振込手数料は、誠に申し訳ありませんが、振込する方でご負

担くださいますようお願いいたします。
＊ 寄付受付口座の名義はすべて、みらいファンド沖縄の名義と

なっています。

全基金・事業共通の振替口座となります。
通信欄に必ず、基金・事業名を記入してください。

＊ 領収証が必要な方は、通信欄に必要事項を記入するか、「寄
付申込み」を行ってください。

＊ 振替手数料は、誠に申し訳ありませんが、振込する方でご負
担くださいますようお願いいたします。

ウェブサイトから、クレジットカードで寄付をしていただけます。

＊ 寄付額の設定は、2,000 円を１口とし、口数を入力していた
だく形式となっています。

＊ クレジットカードによる寄付は、ウェブ上で手続きした日か
らみらいファンド沖縄に入金されるまで、1 ～ 2 ヵ月かかり
ます。そのため 11 月以降のクレジットカードからの寄付は、
領収証の発行が翌年になる場合があります。領収証を希望し、
税制優遇を年内に受けようとする方は、お手続きの時期にご
注意ください。

銀行振込

銀行振込

銀行振込

銀行振込

領収証や事業報告を希望される方は、必要事
項をみらいファンド沖縄へお知らせください。

寄付の入金方法は、
右の方法からお選びいただけます。

システム提供：
CANPAN ペイメントサービス

ご利用いただける
クレジットカード

寄付を申し込む2

寄付する

基金・事業に助成金として届く

みらいファンド沖縄ウェブサイトでは、寄付申込みやクレジットカード
決済での寄付ができ、事業・団体の情報などが見られます。

課題の解決に活かされる

3

4

5

応援したい活動はありましたか？
掲載している取組み・団体へ、みらいファンド沖縄を通じて寄付することができます。

必要
事項

寄付の流れ
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一般損金算入
限度額

特別損金算入
限度額

沖縄県民

下記の市町村
の住民

税額控除方式
が所得税から差し引かれます。

所得税 損金算入

個人の方 法人の方

相続税

住民税

確定申告の際、寄付をしたことを申告すると、
寄付金控除を受けることができます。

相続財産の寄付は、「非課税財産」となります。

＊ 下記の市町村民の方は、条例で公益財団法人への寄付を税制優遇の
対象となります。
うるま市、糸満市、西原町、北中城村、中城村（2011 年 3 月調べ）

所得控除方式または税額控除方式が選択できますが、
税額控除方式をお勧めします。

特別損金算入額も合わせた額まで適用され、一般の損金算入額の２倍以
上の金額を算入することができます。

　みらいファンド沖縄は、沖縄の NPO の情報発信を促進することで、

社会の“共感”を育み、市民社会を支える地域資源の循環をめざし、

NPO を支援する「公益財団法人」です。

　いただいた寄付は、みらいファンド沖縄の運営を支える費用や、新し

い寄付と支援のしくみの開発などに充てさせていただきます。

下記の金額が、住民税から差し引かれます。

「１年間の寄付額ー 2,000 円」× 40%

● 相続税の申告期限までの寄付が対象となります。

（寄付金額ー 2,000 円）× 4%

（寄付金額ー 2,000 円）× 6%

資本金の額の 0.25％＋所得金額の 2.5％

２

資本金の額の0.25％＋所得金額の5％

２

専 用
口 座

郵 便
振 替

みらいファンド沖縄の運営の支援

沖縄銀行　首里支店　普通　１408641
０１７８０－６－１４９２０４

【通信欄への必記事項】みらいファンド沖縄

いずれの税制優遇も、上限額の計算等があります。詳しくは、みらいファンド沖縄までお問合せいただくか、お近くの税務署や税理士にご相談ください。

沖縄の地域社会を支える NPO がより活動しやす
い環境を整える財団法人の運営を、どうぞご支援
ください

公益財団法人への寄付は、税制優遇が受けられます。

みらいファンド沖縄への寄付のお願い

いずれの手続きも、みらいファンド沖縄が発行する領収証が必要となりますので、
手続きをしようとする方は、「寄付申込み」を行ってください。

沖縄の NPO を「情報流通」と「資金循環」で支援する公益財団法人です。

寄付控除の
説明

寄付受付情報



903-0812　那覇市首里当蔵町 1-11-20　新垣ビル 1F
tel. 098-884-1123　fax. 098-884-1124　E-mail. office@miraifund.org
営業時間　9:00 ～ 18:00（土日祝を除く）


