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地 域 、 つ な が る 、 支 え る 。

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

はじめに

『寄付なび』は、沖縄の NPO とその事業を紹介す

みらいファンド沖縄は公益財団法人です。

る冊子です。この冊子に掲載している事業へ、みら

公益財団法人の税制優遇のメリットを活用して、

いファンド沖縄を通じて寄付することで、その NPO

NPO の寄付募集活動を支援しています。

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

活動の情報・報告

寄付金をきちんと社会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 とその活動に、あ

寄付者

みらいファン
ド沖縄

寄付

助成

NPO

なたが共感できるものがあれば、ぜひ寄付で応援し
てください。沖縄がもっと住み良いところになって

領収書

報告

ほしい、
というあなたの気持ちをNPOが実践します。

●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。

寄付控除の
説明

個人の方
所得税

公益財団法人への寄付は、税制優遇が受けられます。
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。

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。

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。

（１年間の寄付額ー 2,000 円）× 40%

法人の方
損金算入

が所得税の額から差し引かれます

一般損金算入
限度額

住民税

下記の金額が住民税から差し引かれます。

特別損金算入
限度額

沖縄県民

（一年間の寄付額ー 2,000 円）× 4%

下記の市町村
の住民

（一年間の寄付額ー 2,000 円）× 6%

税額控除方式

＊ 下記の市町村民の方は、条例でみらいファンド沖縄への寄付が税制
優遇の対象となります。
西原町、与那国町、北中城村、中城村（2012 年 1 月調べ）

相続税

特別損金算入額も合わせた額まで適用されます。

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

相続財産の寄付は「非課税財産」となります。

● 相続税の申告期限までの寄付が対象となります。

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。
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寄付をたくす、みらいを託す

寄付と助成のプログラム 第２期たくす
寄付受付期間 ２０１２年３月１日 〜 ２０１３年２月

親子の不安と精神的疲労の軽減のため保育士によるケアを

遠隔地病児のきょうだい預かり保育事業
助成先：特定非営利活動法人こども医療支援わらびの会

入寮者が社会復帰に専念できるリハビリ環境の維持に支援を

依存症からのリカバリングスタッフ育成事業
助成先：沖縄ダルクリハビリテーションセンター

創造性を育むおもちゃを体験してもらうために

「おもちゃ広場」号による子育て支援巡回事業
助成先：沖縄グッド・トイ委員会

事故にあった貴重な野生動物の命を救う

ヤンバルクイナ等の沖縄の希少野生動物救護活動
助成先：特定非営利活動法人どうぶつたちの病院沖縄

被災地へ届け！

日

28

支援コンサートの開催をご支援ください

音楽交流による宮城県震災復興支援事業
助成先：琉球フィルハーモニー管弦楽団

本島北部・離島の医療格差を見つめ直す調査実施を支援

MESH 白書編纂事業

助成先：認定 NPO 法人メッシュ・サポート

小さな寄付で社会に大きなインパクト

寄付と助成のプログラム 第１期ぱくと
寄付受付期間 ２ ０ １ １ 年 ９ 月 １ 日 〜 ２ ０ １ ２ 年 ２ 月
日

28

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

生活困窮者のための新しい就労支援事業
沖縄アーティスト送出事業「カルコンテ」

6
7
8
9
10

11

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

沖縄の学生がつくる人権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

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

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

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

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

じぶん基金

寄付受付期間：
通年

沖縄離島バドミントン基金

11
12
12
13
13
14

助成先：沖縄離島バドミントンスクール実行委員会

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）

寄付と助成のプログラム
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10

助成先：特定非営利活動法人プロミスキーパーズ

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。

4

14

じぶん基金
「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。

3

http://miraifund.org/

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

遠隔地病児の
きょうだい預かり保育事業
助成先：特定非営利活動法人こども医療支援わらびの会

まるの家を運営するNPO法人こど

人も受け入れてきました。

も医療支援わらびの会のスタッフ
南風原町にある「がじゅまるの
家」は、沖縄県立南部医療セン

病気をもつ子どもの「きょ
うだい」

ター・こども医療センターのすぐ

はみんな、そう願ってやみません。

家族が長期入院を乗り越え
られるように

が じゅまるの家には、病気に

族が宿泊できる施設です。重い病

なった子どものきょうだいも宿泊

気になった子どもの多くがこの病

することが少なくありません。核

わらびの会では、入院する子ど

院を頼りますが、沖縄は島嶼県の

家族化が進む現代社会では、病児

ものきょうだいをきちんと預かれ

ため、家族が自宅から毎日通うの

のきょうだいを預かれる祖父母や

る保育体制を組みたいと、寄付を

は困難な場合もあります。がじゅ

親戚が近くにおらず、親は健康な

募っています。お寄せいただいた

まるの家はそんな家族を、2008

きょうだいを連れて看病にあたる

寄付は、保育士の雇用のために使

年 6 月 の 開 所 か ら 2011 年 11 月

しかない、といったケースがある

われ、自宅を離れ経済的負担を抱

までの約 3 年間で、延べ 15,700

からです。

える家族を支えることに役立てら

看病をする親は、きょうだいの

れます。

ことが気がかりながらも、病児の

病児のきょうだいや、妊娠・出

看病をせざるを得ません。親には

産に高いリスクを抱える妊婦の子

谷口 曜子さん

安心して看病にあたってほしい、

が、がじゅまるの家で安心しての

ハウスマネージャー

また、きょうだいだって子どもらし

びのびと過ごせるよう、どうぞご

ハウスできょうだいは預かることができ

くのびのび過ごしてほしい。がじゅ

支援ください。

スタッフからのメッセージ

ないと親に説明することが辛かったので
すが、保育が実現すればスタッフも共に
見守ることができます。きょうだい達に
とって病院に付いて行くことは、面会室
での退屈な思いと風邪等に感染する不安
もあります。ハウスにいることで安全で
落ち着いて親の帰りを待つことができ、
親子の精神的な安定が得られると思いま
す。保育支援をサポートして頂いた企業
は間接的に未来の人材育成になっている
と思います。

プレイルームで遊ぶ病児のきょうだいたち

寄付目標金額

5,000円 で、保育士に1日（6時間）預かり保育をお願いすることができます

1,140,800円

50,000円 で、保育士による預かり保育が１ヵ月間実施できます

遠隔地病児のきょうだい預かり保育事業
寄付受付情報

助成先：特定非営利活動法人 こども医療支援わらびの会

専用
口座

Check!!
4

沖縄銀行
琉球銀行

鳥堀支店
首里支店

普通
普通

１３９１１５６
５８４３７０

郵便
振替

０１７８０－６－１４９２０４
【通信欄への必記事項】きょうだい

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。

28

日

近くにある、入院する子どもの家

２０１２年３月１日 〜 ２０１３年２月

「がじゅまるの家」

子どもたちのため、がじゅまるの家に盲導犬が来たときの
ようす（2010 年 8 月）

このページの事業の寄付受付期間

親子の不安と精神的疲労の軽減のため保育士によるケアを

http://miraifund.org/

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

このページの事業の寄付受付期間

入寮者が社会復帰に専念できるリハビリ環境の維持に支援を

依存症からのリカバリング
スタッフ育成事業
助成先：沖縄ダルクリハビリテーションセンター

「第 1 回せいめい祭」でのエイサー公演のようす

ケアの行き届いたリハビリ
ができるように

コールや薬物の依存症。沖縄県も

沖縄ダルクリハビリテーション

入寮者や相談件数の増加のた

例外ではありません。依存症にな

センターでは、依存症になってし

め、沖縄ダルクではスタッフ不足

るその理由はさまざまですが、近

まった人を入寮者として受け入れ、

を感じています。しかし、依存症

年それに拍車をかけているのは、

一連のプログラムを通じて社会復

のリハビリを支えるリカバリング

薬物の売人の増加や、
新種のドラッ

帰するまでを支えています。その

スタッフには、経験と知識が必要

グの流通だと、沖縄ダルクリハビ

スタッフの多くは当事者だからこ

となります。また、新しく発生し

リテーションセンターのスタッフは

そ、親身なケアが実現しています。

ている事例・症例などを学ぶ必要

また、沖縄ダルク入寮者の 4 割

にも迫られており、入寮費の収入

全国的に増加傾向にある、アル

言います。

が社会復帰しており、全国 60 カ

支援者の声

だけでは運営は困難です。

所のダルクの平均である 3 割より

ひとりでも多くの人が社会復帰

も高い成果を挙げています。それ

できるよう、沖縄ダルクの活動を

は、
リハビリプログラムにエイサー

支える寄付をお願いいたします。

を取り入れたことで、入寮者が目

名嘉ちえりさん
更生保護法人がじゅまる沖縄 DV 加害者
更生相談室研究員

標や生き甲斐を持つことができ、

私が沖縄ダルクを支援するようになって
から約８年になりますが、その間彼ら
は、依存症者へのケアや関係機関との連
携、若年層への予防啓発活動だけではな
く、家族等に対するサポートや関連分野
の問題（自殺予防等）、ソーシャルビジネ
ス等にも取り組み始め、活動の幅を少し

ことで社会との繋がりを感じるら

またエイサーの演舞を観てもらう
れるからなのだそうです。
最近では、相談件数が増加して
いることもあり、危機を察知した
家族が相互に学びあえる「家族教

ずつ広げてきています。今では、私が行
う一般県民や関係機関・中高校生・犯罪
経験者等を対象とした様々な講座（ＤＶ・
虐待・犯罪防止等。毎月数回開催）の運
営スタッフや講師等も務めるようになり、
私の最も信頼し頼りになるパートナーと
して、社会に大きく貢献しています。

室」を月１回開催し、潜在者の回
復と予防にも努めています。

嘉手納高等学校の生徒さんに向けての講演

寄付目標金額

5,244,000円

50,000円 で、スタッフ1名が県外でのスキルアップ研修に参加できます
140,000円 で、依存症の当事者をスタッフとして1ヵ月雇用することができます

依存症からのリカバリングスタッフ育成事業
寄付受付情報

助成先：沖縄ダルクリハビリテーションセンター

専用
口座

Check!!

沖縄銀行
琉球銀行

鳥堀支店
首里支店

普通
普通

１３９１１１２
５８４３６３

郵 便 ０１７８０－６－１４９２０４
振 替 【通信欄への必記事項】依存症リカバリング

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。

5

28

日

エイサーを取り入れたリハ
ビリプログラムも

２０１２年３月１日 〜 ２０１３年２月

依存症は増加傾向

http://miraifund.org/

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

「おもちゃ広場」号による
子育て支援巡回事業
助成先：沖縄グッド・トイ委員会

ままごとに集中する子どもたち

ク・沖縄の自然素材など身近なも
のを使った「手づくりおもちゃ教
室」や、おもちゃに学び遊びを実

良いおもちゃの中でも、あたた

践できる人を育成する「おもちゃ

かな風合いで、さわり心地のよい

インストラクター養成講座」
、木

木のおもちゃは特に人気です。シ

のおもちゃから始める「木育推進」

ンプルな形でありながら遊びが奥

などにも取り組んでいます。
その活動は2010年に始まったば

いものです。電池で動き光や音が

かり。しかし 2011 年夏に沖縄県

出るおもちゃの様には目立ちませ

からの委託で開催した「木育キャラ

んが、じっくり考え、遊びを誘い、

バンinユッカヌヒー」には約4000

繰り返し試したくなる・・・そん

人の参加があり、木のおもちゃが

なおもちゃ達は子どもの想像力を

待ち望まれている実感がある、と

育むだけでなく、人格形成にも役

スタッフは声を揃えます。今後は

立っているのだそうです。

おもちゃを詰めた「おもちゃ広場」

沖縄グッド・トイ委員会では、おもちゃ
広場開催のための専用車両を必要として
います。寄贈いただけるという方は、沖
縄グッド・トイ委員会またはみらいファ
ンド沖縄までご連絡ください！
沖縄グッド・トイ委員会
080-5056-4450
みらいファンド沖縄
098-884-1123

号で、心を育てる子育て支援巡回

夢やワクワクを届けに

活動の展開を計画しています。

どのようなおもちゃが子どもに
とって良いおもちゃなのか、実際

「おもちゃ広場」号で沖縄じゅ
うのこどもたちのもとへ

に遊んでその良さを知ってもらい
たいと、沖縄グッド・トイ委員会

今回ご支援いただきたいのは、

は「おもちゃ広場」という催しを開

離島も含め県内 8 か所にある児童

催しています。この催しはいつも

養護施設を訪問し、
「おもちゃ広場」

大人気。参加する子どもも大人も、

を開催するための費用です。いた

目を輝かせながら、おもちゃに夢

だいた寄付は、おもちゃの運搬費

中になってしまいます。

や広場を開催するおもちゃコンサ

この他ペットボトルや牛乳パッ

寄付目標金額

ルタントの移動費に充てられます。

目を輝かせておもちゃで遊ぶ子ども

30,000円 で、中南部の児童養護施設で1回おもちゃ広場が開催できます

713,000円

200,000円 で、離島の児童養護施設で1回おもちゃ広場が開催できます

「おもちゃ広場」号による子育て支援巡回事業
寄付受付情報

助成先：沖縄グッド・トイ委員会

専用
口座

Check!!
6

沖縄銀行
琉球銀行

鳥堀支店
首里支店

普通
普通

１３９１１０１
５８４３５６

郵便
振替

０１７８０－６－１４９２０４
【通信欄への必記事項】おもちゃ広場号

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。

28

日

深く、大人が遊んでもとても楽し

「おもちゃ広場」号を寄贈してください

２０１２年３月１日 〜 ２０１３年２月

子どもの想像力を育てるお
もちゃを

このページの事業の寄付受付期間

創造性を育むおもちゃを体験してもらうために

http://miraifund.org/

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

このページの事業の寄付受付期間

事故にあった貴重な野生動物の命を救う

ヤンバルクイナ等の
沖縄の希少野生動物救護活動
助成先：特定非営利活動法人どうぶつたちの病院沖縄

沖縄固有の貴重な命を守る
ために

療した動物が運良く回復し、自然
に還れるまでには時間がかかるた
め、うるま市の施設はいつも大忙

沖縄は、かなり古い時代に大陸

しです。

から分離して島になったため、独

どうぶつたちの病院沖縄では、

この他、パトロールや、ペット

これからも野生動物の救護活動を

息しています。ヤンバルクイナを

の遺棄を防ぐ啓発といった予防活

続けていくため、救護や治療に必

はじめとする希少生物も多く、動

動も行っています。今後は、怪我

要な薬品などの購入や、施設の維

物や昆虫、植物で国から指定され

の治ったヤンバルクイナを自然に

持費用の他、事故にあう動物を減

ている天然記念物が47種、特別天

還すようすを一般公開する「放鳥

らすための啓発活動の資金を必要

然記念物が 5 種もあります。この

会」を開催し、やんばるの大いな

としています。

ような特殊な環境をもとにした生

る自然を、子どもたちに身近に感

物の多様性は、
「東洋のガラパゴス」

じてもらいたいと考えています。

あなたの寄付が、沖縄固有の貴
重な命を守ります。

とも例えられる貴重なものです。
しかし、その生態系は非常に弱

＜報道発表＞交通事故発生過去最悪のペース

く、人間活動による急激な環境の
変化には対応できず、絶滅に向かっ

那覇自然環境事務所の報道発表資料によ
ると、2011 年のヤンバルクイナ交通事
故確認総件数は 37 件、ケナガネズミは
25 件で、いずれも過去最悪。2012 年
はこれをさらに上回るペースで事故がお
きています。ヤンバルクイナの目撃が多
いのは、明け方や夕方の通勤時間と重な
るそうです。ドライバーのみなさんは、
ぜひ安全運転を！

てしまう種も少なくありません。

野生動物を傷つけるのは人間
どうぶつたちの病院沖縄では、
交通事故や建物へ衝突し怪我をし
た野生動物を救護しています。中

12(12)

には人間が捨てたペットに襲われ
傷ついたケースもあるそうです。
沖縄県からも野生動物救護施設に
指定されており、救護件数は年間
250 件にものぼります。また、加

寄付目標金額

4(4)

4(3)

2001

2002

1,150,000円

6(5)

6(6)

2003

2004

2005

ヤンバルクイナの交通事故確認件数
＊（ ）内は死亡件数
37(26)
33(31)

23(21)
19(16)

20(16)

13(12)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

10,000円 で、ヤンバルクイナの死因や受傷原因を究明することができます
100,000円 で、事故で骨折したヤンバルクイナをリハビリして野生復帰することができます

ヤンバルクイナ等の沖縄の希少野生動物救護活動
寄付受付情報

助成先：特定非営利活動法人どうぶつたちの病院沖縄

専用
口座

Check!!

沖縄銀行
琉球銀行

鳥堀支店
首里支店

普通
普通

１３９１１３４
５８４３４９

郵 便 ０１７８０－６－１４９２０４
振 替 【通信欄への必記事項】ヤンバルクイナ

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。

7

28

日

自の進化を遂げた生物が数多く生

２０１２年３月１日 〜 ２０１３年２月

沖縄は「東洋のガラパゴス」

人工ふ化から 2 日目のヤンバルクイナのひな

http://miraifund.org/

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

支援コンサートの開催をご支援ください

音楽交流による
宮城県震災復興支援事業
助成先：琉球フィルハーモニー管弦楽団

指揮に挑戦する生徒

琉球フィルの代表、上原さんは、
12 年間仙台フィルに所属してい

チャリティコンサートに
ぜひお越しください

たホルン奏者。仙台フィルの窮状
を聞き、沖縄から支援をしたいと

では、2012 年 5 月 20 日（日）午

思い、このコンサートを企画しま

後 3 時より浦添市てだこホールで、

した。琉球フィルではこのコンサー

チャリティコンサートを開催します。

トの後も仙台フィルの応援を続け、

このコンサートは、東日本大震災

沖縄と宮城の交流になればと考え

の影響を受けた仙台フィルハーモ

ています。

28

日

琉球フィルハーモニー管弦楽団

ニー管弦楽団を支援するため、沖
縄県に住む宮城県人の会「沖縄萩
の会」と合同で開催するものです。

支援コンサートだけに終わ
らない音楽交流を

琉球フィルの団員に加え、仙台
フィルから 10 名が招かれ出演す

この支援コンサートのチケット

る他、
「青葉城恋唄」で知られるさ

の収益は、仙台フィルに寄付され

とう宗幸さんもこのコンサートの

ます。少しでも収益を増やすた

ために来沖します。

め、コンサートの開催にかかるホー
ル使用料や仙台フィル団員の交通

仙台フィルを沖縄から応援
しよう

費などの費用への寄付を、みらい
ファンド沖縄の協力で募ることに

仙台フィル with 琉球フィル

響け！復興へのハーモニー
2012 年 5 月 20 日（日）15:00 開演
浦添市てだこホール 大ホール
前売券は、パレットりうぼうにて発売
一般2,500円、学生（中学生以下）1,500円
（当日券は各 500 円増し）
お問い合わせ：
沖縄萩の会（在沖縄宮城県人会）
098-893-8575

しました。コンサートには行けな
仙台フィルは、震災の影響で予定

いけれど仙台フィルを応援したい

していたコンサートが相次いで中

という方は、ぜひ寄付でコンサー

止となり、経営が困難な状態にあ

トの開催をご支援ください。

るそうです。それでも団員たちは、

支援コンサート以降も、2013年

音楽の力で被災した人たちに希望

2月末までこの窓口は設けていま

をもたらそうと、被災地を巡回し

す。被災した人々の希望を育む文化

て公演を継続しているとのこと。

芸術を、沖縄から応援しませんか。

寄付目標金額

琉球フィルハーモニー管弦楽団

70,000円 で、仙台フィルの団員1名を招聘することができます

1,495,000円

300,000円 で、てだこホールの使用料をまかなうことができます

音楽交流による宮城県震災復興支援事業
寄付受付情報

助成先：琉球フィルハーモニー管弦楽団

専用
口座

Check!!
8

沖縄銀行
琉球銀行

鳥堀支店
首里支店

普通
普通

１３９１１４５
５８４３３２

郵便
振替

２０１２年３月１日 〜 ２０１３年２月

東日本大震災被災地に沖縄
からできること

このページの事業の寄付受付期間

被災地へ届け！

０１７８０－６－１４９２０４
【通信欄への必記事項】音楽交流

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。

http://miraifund.org/

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

このページの事業の寄付受付期間

本島北部・離島の医療格差を見つめ直す調査実施を支援

MESH 白書編纂事業
助成先：認定 NPO 法人メッシュ・サポート

MESH 活動のようす

そこに暮らす人、訪れる人
の安心のために

し、今後に活かすための調査につ
いて、ご理解いただける方に、そ
の調査を実施するための寄付をお

本島北部や近隣離島で怪我や急

願いしています。

人口減少による過疎化は、医療

急医療ヘリを運航するメッシュ・

の過疎化も生んでいます。一方で、

サポート。2007 年に活動を開始

本島北部は観光地としても人気が

と、その結果をまとめた『MESH

して以来の出動件数は 559 回を数

高く、訪れる観光客の安心のため

白書』の発行のために使われます。

えます。現在は運航を停止してい

の万一の備えも必要でしょう。沖

メッシュ・サポートの新しいチャレ

ますが、経費の見直しやさらなる

縄県も救急ヘリを１機保有してい

ンジを、どうぞご支援ください。

支援を獲得し、運航再開をめざし

ますが、南部にその拠点があるた

ています。

め、救命率が向上する 15 分以内

「MESH」
は、Medical  Evacuat

いただいた寄付は、調査の実施

に北部へ着くことが困難です。

ion Service with Helicopter（ヘ

そうした本島北部・離島の医療

リコプターによる医療救助事業）

格差の現状を把握する調査を実施

の略で、市民が寄付で支えるこの

し、その情報を県民と共有するこ

社会のインフラに関心を寄せる他

とが必要ではないか、とメッシュ・

県からの問合せも多い、と事務局

サポートは考えています。

スタッフは言います。

『MESH 白書』は沖縄の未
来を照らす

感謝の言葉

メッシュ・サポートはこれまで

僕は、今年の夏休み、お父さんの実家の
奥の川で溺れて救急ヘリに助けてもらい
ました。奥は名護から車で 1 時間半ぐら
いかかります。救急ヘリのスピードのお
かげで早く病院に行くことができまし
た。救急ヘリが長く続くように僕は願っ
ています。救急ヘリの皆さん、僕を助け
ていただいてありがとうございました。
………K.K. さん／小学校 4 年生

寄付目標金額

市民の寄付で支えられてきまし
た。命を救うためにと託されてき
た寄付は、これまでと同様、救急
ヘリの運航に充てたいと考えてい
ます。それとは別に、メッシュ・
サポートがこれまでの活動を総括

3,450,000円

ドクターヘリ内部での活動のようす

90,000円 で、1市町村の行政と住民への意識調査を実施できます
1,080,000円 で、北部12市町村で住民意識調査を実施できます

MESH 白書編纂事業
寄付受付情報

助成先：認定 NPO 法人メッシュ・サポート

専用
口座

Check!!

沖縄銀行
琉球銀行

鳥堀支店
首里支店

普通
普通

１３９１１２３
５８４３２５

郵 便 ０１７８０－６－１４９２０４
振 替 【通信欄への必記事項】MESH 白書

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。

9

28

日

病になってしまった人を運ぶ、救

２０１２年３月１日 〜 ２０１３年２月

救える命を救いたい

http://miraifund.org/

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

ごみ減量体験型・環境学習プロ
グラム「買い物ゲーム」事業

460,000円
=92,000円×5回分

助成先：沖縄リサイクル運動市民の会

２０１１年 ９月１日～２０１２年８月

みらいを担うこどもたちにこそ、環境について学んでほしい
「買い物ゲーム」は、沖縄リサイクル運動市民の会が開発した、家庭ゴミ
の減量について楽しく学べるプログラムです。このプログラムをより多
くのこどもたちに体験してもらい、エコ・マインドを育むことは、沖縄
の環境を守ることに直結します。また、指導員を養成することで、もっ
と多くの方にプログラムを体験してもらえれば、より多くの方にエコ・
マインドが広がります。
買い物ゲームで、子どもたちが食材を選ぶようす

ごみ減量体験型・環境学習プログラム「買い物ゲーム」事業
寄付受付情報

助成先：沖縄リサイクル運動市民の会

専用
口座

沖縄銀行
琉球銀行

鳥堀支店
首里支店

普通
普通

１３８７８７６
５８０４０５

郵便
振替

０１７８０－６－１４９２０４
【通信欄への必記事項】買い物ゲーム

寄付目標金額

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

230,000円
=57,500円×4回分

助成先：特定非営利活動法人プロミスキーパーズ

自分の力に気付けば、仕事の探し方が変わる！
いわゆる「派遣切り」などで仕事を失った人たちは、仕事をする意欲があ
りながらも、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。そのために就職困難の状態
に長期間陥ってしまうと、生活すら徐々に脅かされてしまいます。
自分の気付いていない技術・能力・経験を見つけることから始める、丁
寧な「就労サポート」を生活困窮者に行う事業を、どうぞご支援ください。
プロミスキーパーズが行う炊き出しのようす

生活困窮者のための就労支援事業
寄付受付情報

助成先：特定非営利活動法人プロミスキーパーズ

専用
口座

Check!!
10

沖縄銀行
琉球銀行

鳥堀支店
首里支店

普通
普通

１３８７８８７
５８０４１２

郵便
振替

０１７８０－６－１４９２０４
【通信欄への必記事項】就労支援

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。

31

日

あなたの寄付が、こどもたちとともに、未来の美しい沖縄をつくります！

このページの事業の寄付受付期間

寄付目標金額

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

http://miraifund.org/

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

このページの事業の寄付受付期間

寄付目標金額

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」

690,000円
=115,000円×6回分

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

２０１１年 ９月１日～２０１２年８月

沖縄の魅力を伝えるアーティストを、もっと本土へ！
沖縄の風土が育んだ文化芸術は、沖縄の魅力をずっと発信しつづけてき
ました。しかし、若手アーティストが本土で活動するには、大きなハード
ルをいくつも超えなければなりません。沖縄のアーティストの活動がもっ
と広がるよう
「沖縄最強のイベント情報誌」
を発行するNPO法人が、
演奏・
上演活動の開拓支援をするための寄付を募っています。
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）

日

31

沖縄アーティスト送出事業「カルコンテ」
寄付受付情報

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

専用
口座

沖縄銀行
琉球銀行

鳥堀支店
首里支店

普通
普通

１３８７９４５
５８０４９８

郵便
振替

０１７８０－６－１４９２０４
【通信欄への必記事項】カルコンテ

寄付目標金額

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

沖縄の学生がつくる
人権劇の県外公演プロジェクト

1,350,000円
=30,000円×45回分

助成先：特定非営利活動法人 HIV 人権ネットワーク沖縄

演劇を通じて「学び」を得た学生が、沖縄の未来を担う！
小学生～専門・大学生が作り上げる人権劇『光の扉を開けて』は、ハンセ
ン病と HIV/AIDS に共通する病気への差別・偏見を題材とする作品です。
この作品を上演するよう、日本各地で開催されるシンポジウムから要請
を受けますが、離島沖縄からは旅費負担が大きく、参加できない学生が
います。
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！

公演のもよう

沖縄の学生がつくる人権の県外公演プロジェクト
寄付受付情報

助成先：特定非営利活動法人 HIV 人権ネットワーク沖縄

専用
口座

Check!!

沖縄銀行
琉球銀行

鳥堀支店
首里支店

普通
普通

１３８７９０１
５８０４３６

郵便
振替

０１７８０−６−１４９２０４
【通信欄への必記事項】学生人権劇

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。
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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

寄付目標金額

沖縄の学生の
環境活動チャレンジ支援事業

345,000円
=115,000円×3回分

助成先：NPO エクスブリッジ

２０１１年 ９月１日～２０１２年８月

将来の沖縄を担う大学生が、ゴミの減量プロジェクトに
チャレンジします！
NPO エクスブリッジでは、那覇市の「4R 推進事業」をサポートしており、
その一環として学生からゴミ減量のアイデアを募るコンテストを開催し
ます。このコンテストの優秀団体が、そのアイデアを形にすることを応
援してください！

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

専用
口座

沖縄銀行
琉球銀行

鳥堀支店
首里支店

普通
普通

１３８７９５６
５８０４８１

郵便
振替

０１７８０－６－１４９２０４
【通信欄への必記事項】学生環境チャレンジ

寄付目標金額

子どもへの暴力防止ワークショップを寄贈できる

CAP プログラム
「お試しセット」プレゼント事業

300,000円
=100,000円×3回分

助成先：特定非営利活動法人 おきなわ CAP センター

あらゆる暴力から子どもが自分自身を守ることができるよ
うに
子どもたちの周囲には、さまざまな暴力が存在しています。
「CAP プロ
グラム」は、子どもが自分自身で身を守ることができるようになるための
ワークショップで、沖縄ではこれまでに 2000 回も実施されてきました。
この事業に寄付をいただくことで、まだこのプログラムを知らない子ど
もと大人に、プログラムを届けることができます。
就学前ワークショップのようす

CAP プログラム「お試しセット」プレゼント事業
寄付受付情報

助成先：特定非営利活動法人おきなわ CAP センター

専用
口座

Check!!
12

沖縄銀行
琉球銀行

鳥堀支店
首里支店

普通
普通

１３８７９１２
５８０４４３

郵便
振替

０１７８０−６−１４９２０４
【通信欄への必記事項】CAP プログラム

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。

31

日

学生ワークショップのようす

寄付受付情報

このページの事業の寄付受付期間

沖縄 ecocon 受賞学生が、アイデアを形にするために

http://miraifund.org/

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

このページの事業の寄付受付期間

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

寄付目標金額

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

115,000円

助成先：一般社団法人 Kukuru（くくる）

２０１１年 ９月１日～２０１２年８月

医療的ケアが必要な子どもたちとその家族を支えられる地
域社会をめざして
医療的ケアを必要とする重度の障がいを持つ子どもがいる家庭には、大
きな負担がかかるばかりか、地域から孤立し、身も心も疲れ果ててしま
うケースが少なくありません。医師や看護師、介護の専門家はもちろん、
地域社会が家族を支えていくことをめざすシンポジウムの開催を、どう
ぞご支援ください。

日

31

障がい児と家族の沖縄旅行のようす

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
寄付受付情報

助成先：一般社団法人 Kukuru（くくる）

専用
口座

沖縄銀行
琉球銀行

鳥堀支店
首里支店

普通
普通

１３８７９２３
５８０４６７

郵便
振替

０１７８０−６−１４９２０４
【通信欄への必記事項】在宅ケアシンポジウム

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

寄付目標金額

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

160,000円
=80,000円×2回分

助成先：特定非営利活動法人まちなか研究所わくわく

子どもたちがまちへの愛着と、職業観を育むために
那覇のマチグヮー（市場）では、中学生の「職場体験」を受け入れています。
職場体験は、子どもたちがまちへの愛着や職業観を育むためだけでなく、
マチグヮーの活性化に繋がる可能性があります。
職場体験プログラムの事前学習会等にかかる費用を、寄付にてご支援く
ださいますようお願いいたします。
職場体験のようす

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
寄付受付情報

助成先：特定非営利活動法人まちなか研究所わくわく

専用
口座

Check!!

沖縄銀行
琉球銀行

鳥堀支店
首里支店

普通
普通

１３８７９３４
５８０４７４

郵便
振替

０１７８０−６−１４９２０４
【通信欄への必記事項】マチグヮー職場体験

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。
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公益財団法人みらいファンド沖縄
じぶん基金

講師派遣を通じて、離島のこどもたちの成長を支援

寄付目標金額

沖縄離島バドミントン基金

1,000,000円
（毎年）

助成先：沖縄離島バドミントンスクール実行委員会

バドミントンに真剣に取り組むことが、こどもたちの自信
につながる
バドミントンは、県内の離島や山間地といった過疎地の小中学校では人
気のあるスポーツです。
それは、
野球やサッカーなどの多人数の必要なスポー
ツができないからです。しかし、本物の技術に触れることや、適切な指
導を継続的に受けることが困難な状況にあります。
この基金では、離島・山間地に、指導者の派遣と、シャトルの寄贈を行い、
こどもたちが自信を持って社会にはばたくことを支援します。

講習会開催のようす

沖縄離島バドミントン基金
寄付受付情報

助成先：沖縄離島バドミントンスクール実行委員会

専用
口座

沖縄銀行
琉球銀行

鳥堀支店
石嶺支店

普通
普通

１３７９５９４
４０９７１０

ゆうちょ銀行

１７０００－１６２０２０５１

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

寄付目標金額

沖縄学生 SIFE ワールドカップ
派遣支援基金

300,000円
（毎年）

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）

地域活動を行う学生の世界大会「SIFE」へ、沖縄の学生を
派遣！
SIFE（サイフ / Student In Free Enterprise）とは、アメリカに本部を置
く国際的 NPO。大学生 NPO の活動の社会的意義や経済効果を発表し、
評価される場「SIFE ワールドカップ」を毎年 10 月に開催しています。
この基金に寄せられた寄付金から、沖縄からSIFE国内大会および世界大会
参加・視察を希望する県内大学生に対し、その移動費を助成します。沖縄
の将来を担う人材の育成をめざすこの取組みを、どうぞご支援ください。

SIFE ワールドカップ 2011 のようす
（助成を受けた学生が撮影）

沖縄学生 SIFE ワールドカップ派遣支援基金
寄付受付情報

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）

専用
口座

Check!!
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沖縄銀行

鳥堀支店

普通

１３８０２６２

郵便
振替

０１７８０−６−１４９２０４
【通信欄への必記事項】SIFE ワールドカップ

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。

寄付の流れ

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。

1

寄付したい基金・事業を選ぶ

2

寄付を申し込む

銀行振込
基金ごとに寄付受付口座番号が異なります。口座番号は

重要

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

各ページでご確認ください。

● 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。

知らせください。

● 寄付受付口座の名義はすべて、みらいファンド沖縄となっています。

必要
事項

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。

重要

3

領収証が必要な方は、必ず「寄付申込み」を行ってください。

寄付する

寄付の入金方法は、右の方法からお選びいただけます。

郵便振替
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。

重要

● 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。

クレジットカード

システム提供：CANPAN ペイメントサービス

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。

4

基金・事業に助成金として届く

ご利用いただけるクレジットカード

● 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。

5

課題の解決に活かされる

現

金

● 現金書留での寄付も受付いたします。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事前にご連絡をお願いいたします。

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。

http://miraifund.org

みらいファンド沖縄への寄付のお願い
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。
みらいファンド沖縄は、沖縄の NPO の情報発信を促

益財団法人」です。いただいた寄付は、みらいファン

進することで、社会の“共感”を育み、市民社会を支

ド沖縄の運営を支える費用や、新しい寄付と支援の

える地域資源の循環をめざし、NPO を支援する「公

しくみの開発などに充てさせていただきます。

寄付受付情報

みらいファンド沖縄の運営の支援
専用
口座

沖縄銀行

首里支店

普通

１408641

郵便
振替

０１７８０−６−１４９２０４
【通信欄への必記事項】みらいファンド沖縄

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

15

903-0812

那覇市首里当蔵町 1-11-20

tel. 098-884-1123
営業時間

新垣ビル 1F

fax. 098-884-1124

9:00 ～ 18:00（土日祝を除く）

E-mail. office@miraifund.org

