
公益財団法人 大阪コミュニティ財団 

 平成２３年度（平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日）事業報告書 

 

【概 略】 

 

基金寄付者や賛助会員など関係各位のご支援を得て、計画した事業を順調に実施した。 

 

１．寄付の受け入れと基金の設置 

（１）基金の新設、既設基金への追加寄付、遺贈の申し込み 

平成２３年度に受け入れた寄付は３３件、金額は４９５，５９９，６８１円で、その内訳は、新設

基金が１０件、４１２，７４２，０２７円、既存基金への積み増しは２３件、８２，８５７，６５４

円であった。 

それを基金の種類別にみると、以下のとおり。 

            永続基金    １７５，２６８，０６３円 

               助成基金 １７４，８０８，０６３円 

               運営基金     ４６０，０００円 

            期間基金    ３２０，３３１，６１８円 

               助成基金 ３０９，９９１，２１６円 

               運営基金  １０，３４０，４０２円 

                 計   ４９５，５９９，６８１円 

 

この結果、財団設立以来設置された基金数と寄付金額累計は、 

       永続基金 １１８基金  １，５７３，６１９，７７６円 

       期間基金 １０７基金  １，２７０，２８６，９４５円 

         計   ２２５基金  ２，８４３，９０６，７２１円 

となった。 

こうした基金の新設（うち１件は遺贈からの基金化）や既設基金への積み増しのほか、遺贈申し込

みが本年度２件あり、遺贈申込残数は１５件となった。 

 

（２）助成原資の状況 

財団からの助成金に充てる原資は、永続助成基金の運用収益積立資産、期間助成基金の元本及び期

間助成基金の運用収益積立資産である。平成２４年３月末の状況は、永続助成基金運用収益積立資産

が６９，７４６，１３２円、期間助成基金の元本（すでに使った元本除く）は５８２，９７９，５０３

円、期間助成基金運用収益積立資産は１，７０８，２７８円となり、それぞれが平成２４年度以降の

助成原資となる。 

 

２．助成事業 

（１）平成２３年度助成金の支給 

前年度の理事会で承認された平成２３年度助成先は１６０件、助成金額は８０，５６９，７０８円

であり、理事会での承認後に助成辞退の表明があった１団体を除く１５９の団体等に助成総額 

８０，４６９，７０８円を支給した。 

 分野ごとの件数、金額は以下のとおり。 
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医学医療研究の推進・医療患者支援   ８件   ６，５２５，０００円 

青少年の健全育成・社会教育の充実   １７件    ３，７６３，６５８円 

芸術文化の発展・向上          ３件    １，６９０，０００円 

多文化との共生               ５件    １，１００，０００円 

開発途上国への支援           １０件   ６，８００，０００円 

環境の保護・保全              ５８件 ２８，６５０，０００円 

地域社会の振興・活性化        １０件   ３，３５９，０５０円 

社会福祉の増進              １２件  ２，８４２，０００円 

奨学金の支給               ３６件 ２５，７４０，０００円 

 

（２）平成２４年度助成の募集・選考 

助成する基金の種類・分野・金額や申請時の留意事項をまとめた「２０１２年度助成申請者のため

のガイド」を９月末に発行し、申請者の便宜を図った。このガイドブックは、大阪府域のＮＰＯ支援

拠点や全国のＮＰＯセンター等へ送付し、積極的な応募を募った。また、同様の内容を当財団のホー

ムページに掲載するとともに、各地のＮＰＯセンター等にそのリンクをお願いした。 

１１月２１日に応募受付を締め切った結果、申請件数は昨年のほぼ４分の３の１６１件にとどまっ

た。事務局での書類審査の後、環境助成審査部会及び各選考委員による分野別審査を経て、２月１６

日に開催した選考委員会で全申請書の審査がなされ、３月５日の第４回理事会（通常理事会）で採否

を決定した。 

採択事業は、前年度より件数で４２件減（－２６％）の１１８件、金額で３０，４３８，３０８円

減（－３８％）の５０，１３１，４００円となった。 

分野ごとの件数、金額は以下のとおり。 

医学医療研究の推進・医療患者支援    ８件   ４，６２２，９８０円 

青少年の健全育成・社会教育の充実    ２５件    ６，１２２，１５０円 

芸術文化の発展・向上           ８件    ５，０５０，０００円 

多文化との共生                ４件      ７７２，０００円 

開発途上国への支援            6件   ２，６８６，０００円 

環境の保護・保全               ４０件 １９，５７７，２７０円 

地域社会の活性化              ６件   ２，７６９，０００円 

社会福祉の増進                 ５件      ９５２，０００円 

奨学金の支給                １６件  ７，５８０，０００円 

 

（３）成果発表会の開催等 

 平成２３年度に助成した団体からの発表会を、３月の「大阪コミュニティ財団の集い」において実

施した。基金寄付者、賛助会員、助成先団体、財団関係者の出席を得て開催した「大阪コミュニティ

財団の集い in 東京」（３月１９日開催）では３団体から、「大阪コミュニティ財団の集い in 大

阪」（３月２８日開催）では４団体の代表者からそれぞれ成果発表があった。 

  

３．助成先への訪問調査 

助成した団体の活動実態を把握し、今後の事業運営の参考にするため、４団体を訪問、団体代表者

等から助成対象事業の詳細、活動の経緯、課題、将来展望などを調査した。 
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４．創立２０周年記念事業 

 11 月 9 日、シティプラザ大阪で総数１２８名の参加を得て、創立 20 周年記念事業を実施した。

記念式典では、灘本正博理事長の挨拶、大阪商工会議所の佐藤茂雄会頭による来賓祝辞、事務局から

の「２０年を振り返って」の紹介のあと、記念シンポジウムを開催した。 

記念シンポジウムでは、公益財団法人公益法人協会の太田達男理事長から「これからのコミュニテ

ィ財団の役割と期待」をテーマに記念講演があり、続いて、事例発表として基金寄付者を代表して２

社から、また、助成先を代表して２団体からそれぞれ報告があった。 

記念シンポジウム終了後、懇親交流会を開催し、基金寄付者、賛助会員、財団役員や当財団からの

助成先団体等が、それぞれ親睦を深めた。 

なお、財団発足以来２０年間の活動記録をまとめた２０周年記念誌「２０年のあゆみ」を編集、刊

行した。 

 

５．普及啓発活動 

（１）「大阪コミュニティ財団の集い in 東京」の開催 

 主として首都圏の基金寄付者と助成先団体にお集まりいただき、3月19日に東京で開催した。灘

本正博理事長の挨拶、事務局からの近況報告のあと、助成先 3 団体から成果発表があり、意見交換

を行った。 

 

（２）「大阪コミュニティ財団の集い in 大阪」の開催 

 基金寄付者、賛助会員、助成先団体と財団関係者等が集い、３月２８日に大阪で開催した。ドーナ

ーズフォーラムでは、灘本理事長の挨拶、事務局からの近況報告の後、大和ハウス工業株式会社CSR

推進室の小林征人課長から「わが社の社会貢献活動について」というテーマで講演を聞いた。その後、

前述のとおり、４団体からの成果発表会を行った。 

 

６．広報活動 

 大商ニュース（5月２５日号に全３段。10月10日号に全5段1/4ヨコ）に広告を掲載した。

また、助成申請の公募について、全国の主たるＮＰＯセンターへ資料を配布し、各団体のウェブにリ

ンクをお願いした。財団のホームページについては、助成事業や基金一覧を一新した。基金の募集に

関しては、パンフレット「My基金・Our基金で社会に貢献」等を基金寄付に関心ある方々や信託銀

行等の財務コンサルタント等に配布した。 

また、種類別分野別に基金を掲載した「基金の現況」を作成、配布した。「平成２２年度事業報告

書」を７月に取りまとめ、関係先に配布した。「コミュニティ財団ニュース」は７月、１２月、３月

の３回発行した。また、６団体の社会貢献活動に対し、財団の後援名義の使用を承認した。 

 

７．賛助会員 

当財団の活動趣旨にご賛同頂きご支援頂いている賛助会員は、平成２４年３月３１日現在、法人会

員４２、個人会員１０となっている。 
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【詳細報告】（附属明細書） 

 

１．基金の受け入れと基金の設置 

（１）新設基金 

  平成２３年度に新しく寄付を受け入れ、基金を新設したのは１０基金で、その寄付金額は 

４１２，７４２，０２７円であった。基金名、寄付者、寄付金額、基金に託されたお志を紹介する。 

 

基金名 寄付者 寄付金額 お志 

松本ヒロ子奨学基金 松本ヒロ子氏（三重

県桑名市） 

１２８，１１４，４６３円

（永続・分野／地域指定）

三重県桑名市の公立高等学校への奨学金の

支給、図書購入等教育を支援したい。 

竹林保全支援基金 

 

㈱岩本金属製作所

（東大阪市）、㈲モ

ットズット（吹田市）

１０，０００円

（期間・分野指定） 

放置竹林による竹害を解決したい。竹林の

保全に従事される方の活動に役立ててほしい。

故宮本久子交通遺児育

英基金 

宮本久子氏（兵庫県

西宮市） 

３８，６５７，６０２円

（期間・分野／地域指定）

交通遺児を支援したい。 

財団運営基金 匿名希望の個人（河

内長野市） 

１００，０００円

（期間・運営） 

財団の運営が少しでも楽になればと思う。

京友記念基金 吉川長太氏（大阪

市） 

５０，０００円

（期間・分野指定） 

大阪府常勤監査委員京極俊明先生のご退官

を記念し、先生のご意志を引き継いで、青少

年の健全育成に役立てたい。 

京友・良子記念基金 吉川長太氏（大阪

市） 

１０，０００円

（期間・運営） 

大阪府常勤監査委員京極俊明先生のご退官

を記念し、財団の運営に役立てたい。 

京友・長太記念基金 吉川長太氏（大阪

市） 

１００，０００円

（期間・運営） 

大阪府常勤監査委員京極俊明先生との邂逅

によって生じた社会改良への熱き思いを貴財

団に信託したい。 

元朝会教育振興基金 

 

財団法人 元朝会 

（岸和田市） 

３４，０１５，３３４円

（期間・分野／地域指定）

岸和田市立産業高等学校ほか、岸和田市を

中心とする地域の学校の図書購入費ほか教育

上必要な備品等の購入費用、クラブ活動振興、

海外との交流事業への助成に充ててもらいた

い。 

東日本大震災または原

発災害からの復旧・復

興活動等支援基金 

匿名希望の個人（東

京都） 

２０１，６０４，２２６円

（期間・関与） 

東日本大震災または原発災害からの復旧・

復興活動に対する支援を行いたい。 

東日本大震災または原

発災害からの復旧・復

興活動等支援基金対応

運営基金 

匿名希望の個人（東

京都） 

１０，０８０，４０２円

（期間・運営） 

東日本大震災及び原発災害からの復旧・復

興活動等支援基金による活動をモニタリング

するとともに、優れた活動を普及したい。 

 

（２）既設基金への追加寄付 

  平成２３年度に追加寄付のあった基金は２３基金で、寄付金額は８２，８５７，６５４円であっ

た。 

 

基金名 寄付者 寄付金額 寄付金累計額 

東洋ゴムグループ環境保護基金 

  ＜永続基金＞ 

東洋ゴム工業㈱と同

グループ各社及び従

業員有志 

１，４５３，６００円 

（永続・関与） 

９６，５７０，０１０円
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東洋ゴムグループ環境保護基金 

  ＜期間基金＞ 

東洋ゴム工業㈱と同

グループ各社及び従

業員有志 

２７，６５３，４００円 

（期間・関与） 

３６６，５３６，６９０円

匿名基金NO.2 

 

匿名希望の個人（茨

木市） 

３６０，０００円 

（永続・運営） 

６，４５０，０００円

ストリートチルドレン等救済基金 

  ＜期間基金＞ 

江田直介氏（箕面市） ５００，０００円 

（期間・分野指定） 

２６，８００，０００円

がっこう基金 

＜期間基金＞ 

江田直介氏（箕面市） ５００，０００円 

（期間・分野指定） 

２６，５００，０００円

商業界女性ゼミナール基金 

 

商業界近畿女性同友

会（大阪市） 

２００，０００円 

（期間・分野指定） 

２，０００，０００円

大阪信用金庫ふれあいスマイル基金 

 

大阪信用金庫（大阪

市） 

１，８１６，４７０円 

（期間・一般・地域指定） 

５，６９１，３９０円

だいしんビジネスふれあいスマイル基

金 

だいしんビジネスサ

ービス㈱（大阪市） 

１３６，８２０円 

（期間・一般・地域指定） 

３７０，１１６円

ＣＯＮＴＩＮＵＥ？基金 真中光博氏（秋田県

潟上市） 

４０，０００円 

（期間・一般） 

５０，０００円

タケイ基金 

 

匿名希望の個人（東

京都） 

５，０００，０００円 

（永続・分野指定） 

１５，０００，０００円

シャレドワ基金 

 

㈱ＴＡＴ（兵庫県西

宮市） 

４，２１４円 

（期間・分野指定） 

３２，１６２円

緒方弘文・信子基金 

 

大泉真美子氏（兵庫

県赤穂市） 

４０，０００，０００円 

（永続・分野指定） 

５０，０００，０００円

前田 哲基金 前田敬三・トミ子氏

（愛知県愛知郡） 

４，０００，０００円 

（期間・分野指定） 

５，０００，０００円

匿名基金NO．19 匿名希望の個人（枚

方市） 

１００，０００円 

（期間・運営） 

２００，０００円

広汎性発達障害者支援基金 星野和明氏（静岡市） １００，０００円 

（永続・分野指定） 

２００，０００円

花井輝一奨学基金 

＜期間基金＞ 

花井惠子氏（静岡県

浜松市） 

５００，０００円 

（期間・分野指定） 

１，５００，０００円

一夫フラワー基金 匿名希望の個人（神

戸市） 

２０，０００円 

（永続・分野指定） 

２００，０００円

スミエしあわせ基金 匿名希望の個人（神

戸市） 

２０，０００円 

（永続・分野指定） 

２００，０００円

匿名基金NO.13 匿名希望の個人（千

葉県船橋市） 

５０，０００円 

（期間・運営） 

４５０，０００円

青少年人材育成基金「ひかりちゃん基

金」 

上小牧秀彦氏（大阪

市） 

３，１５０円 

（期間・分野指定） 

２８，６４３円

畑田ポチ＆パイパイ基金 畑田睦子氏（東大阪

市） 

２００，０００円 

（期間・分野指定） 

１，７００，０００円

黒瀬静子記念基金 

 

黒瀬義郎氏（東京都）

 

１００，０００円 

（永続・特定） 

４，１００，０００円

西川真文・睦栄基金 西川真文一般社団法

人（神戸市） 

１００，０００円 

（期間・分野指定） 

２００，０００円
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（３）基金に準ずるもの 

   基金新設や追加寄付のほかに２件の遺贈の申し込みがあった。 

 

 寄付者 お志 

遺贈NO．２０ 生存中匿名希望の個人 西宮市の恵まれない子どもたちや高齢者の社会福祉の向上 

遺贈NO．２１ 生存中匿名希望の個人 一般基金 

 

（４）基金の種類等の変更 

  理事会の承認を得て、以下の既設基金についてその名称、種類及び分野の変更を行った。 

①基金の名称及び助成分野の変更 

旧 新 

（名  称）江田直介・静子奨学基金 

（助成分野）経済的に困窮した環境で、視覚障がい・聴覚

障がいを持ちながら勉学に励む、大阪府在住の生徒・学生

を支援 

（名  称）江田直介・静子健やかな青少年育成基金 

（助成分野）経済的に困窮した環境で、障がいを持ちなが

ら勉学に励む生徒・学生への支援や、青少年の健全なる育

成を目的とする各種活動を支援 

（名  称）西日本高速道路エリア・パートナーズ倶楽部

産科医学生支援奨学基金 

（助成分野）将来、西日本の産科医療現場で、医師として

勤務を希望する医学生に奨学金を支給 

（名  称）西日本高速道路エリア・パートナーズ倶楽部

地域活性化支援基金Ｅ 

（助成分野）地域を活性化し、元気にするさまざまな活動

への支援 

 

②基金の種類及び助成分野の変更 

旧 新 

黒瀬静子記念基金 

（種  類）特定基金 

（助成分野）あしなが育英会等 

 

（種  類）分野指定基金 

（助成分野）恵まれない子どもたちへの支援 

 

２．助成事業 

平成２４年度の助成は２月１６日の選考委員会で審議し、３月５日の理事会にて１１８件、助成総

額５０，１３１，４００円が承認された。個々の助成基金・助成先・事業概要・助成額は以下のとおり。 

 

医学医療研究の推進・医療患者支援      ８件  ４，６２２，９８０円 

基金名  № 助成先 助成事業 助成額（円）

難病対策基金 1 日本網膜色素変性症協会

和歌山支部 

（和歌山県海南市） 

「医療講演会」 

 特定疾患である網膜色素変性症について、正し

く理解してもらい、最新の治療方法(再生医療・

遺伝子治療）について学ぶ。 

40,000

大阪エイズ対策基金 2 社団法人  

和歌山県臨床衛生検査技

師会 

（和歌山県御坊市） 

平成２４年度 和臨技HIV／AIDS対策海外人材

育成研修 

 国際的視野を持ち、医療、教育、地域において

HIV／AIDS感染対策に貢献できる実践的で指導

力のある人材を育成する。 

322,980
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木原隆がん基金 3 ＮＰＯ法人  

ＯＯＴＲ 

（京都府京都市） 

第８回ＯＯＴＲ年次学会 

 国際的乳癌薬物療法臨床試験の遂行と、これに

付随したトランスレーショナルリサーチの実施、

意見交換のための国際的学術集会を開催する。 

500,000

難病対策基金 4 ＮＰＯ法人  

ネパール・ヨードを支え

る会 

（兵庫県宝塚市） 

ネパール・ヨード欠乏症の検査と教育 

 ネパール農林部における妊婦及び新生児のヨー

ド欠乏症（甲状腺機能障害）の罹患状況を血液及

び尿によって検査し、ヘルスケアに反映させる。 

460,000

木原隆がん基金 5 一般社団法人  

健康支援ディアス 

（岐阜県岐阜市） 

がんサポートデイ 「知れば知るほど怖くない、

がんの在宅療養のコツ」 

 がん患者・家族が、自宅で安心して療養生活を

送ることができるための在宅医療・在宅での看取

りに関する講演会を開催する。 

300,000

福井敏ガン・医療基金 6 大阪大学微生物病研究所

助教 藤田 敏次 

（大阪府吹田市） 

がん研究 

 メチル化された癌抑制遺伝子プロモーター

DNAに特異的に結合する蛋白質の網羅的探索 

1,000,000

田渕ちかこ がん研

究基金 

7 大阪医科大学 泌尿生

殖・発達医学講座  

泌尿器科学教室 

助教 稲元 輝生 

（大阪府高槻市） 

がん研究 

 進行性前立腺癌の治療のための細胞ストレスの

研究 

1,000,000

木原隆がん基金 8 大阪府立成人病センター

研究所 生物学部門 

研究員 笹川 覚 

（大阪市東成区） 

がん研究 

 腫瘍幹細胞における細胞運動能、転移能、多分

化能の機能相関と分子メカニズム 

1,000,000

 

青少年の健全育成、社会教育・学校教育の充実    ２５件  ６，１２２，１５０円 

基金名  № 助成先 助成事業 助成額（円）

柏岡精三記念基金 1 ＮＰＯ法人  

緑の街ミュージックフレ

ンズ 

（東京都板橋区） 

ワンコインコンサート ｉｎ 井原 

 サンクト・ペテルブルク交響楽団の首席トラン

ペット奏者として活躍したアレクセイ・トカレフ

による本番のコンサート前に、３歳以上ならだれ

でも参加できる３０分のミニコンサートを開催す

る。 

100,000 

柏岡精三記念基金 2 ＮＰＯ法人  

キンダーフィルムフェス

ト・きょうと 

（京都府京都市） 

第１８回京都国際子ども映画祭 

 世界各地の映画上映と合わせ、映画祭運営を約

１年の準備活動を経た子どもスタッフが実施し、

公募した子ども審査員がグランプリを決めるとい

うユニークな映画祭を開催する。 

280,000 

剛一基金 3 薩摩川内市立中津小学校

（鹿児島県薩摩川内市）

図書の購入。 108,150 
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柏岡精三記念基金 4 札幌おやじネットワーク

（北海道札幌市） 

第１０回記念全国おやじサミット in さっぽろ 

 父親の家庭教育や地域活動への意識高揚のため

に行うイベントを今回札幌で開催する。講演会・

アトラクション、分科会、活動展示などを予定。 

250,000 

大阪信用金庫ふれあ

いスマイル基金 

5 社団法人  

日本ＷＨＯ協会 

（大阪市中央区） 

人材開発フォーラム「WHOと日本」 

 WHOなどの保健医療分野での国際的な活動を

目指す人材を育成することを目的に、世界の保健

医療の情勢や支援現場で必要となるスキルなどに

ついて、啓発セミナーを開催する。 

420,000 

ダイダン社会貢献活

動基金 

大阪信用金庫ふれあ

いスマイル基金 

だいしんビジネスふれ

あいスマイル基金 

6 ＮＰＯ法人  

チャイルズ 

（大阪市港区） 

発達障がい児とボランティアとのイルカキャンプ 

 ２００９年より継続されている、知的及び発達

障がい児とボタンティアとのドルフィンスイムを

メインとした２泊３日のキャンプの開催をする。 

（280,000）

（120,000）

（100,000）

500,000

匿名基金NO．１６ 7 人と化学をむすぶ会 

（兵庫県三木市） 

おもしろ環境科学実験 

 小学生から市民まで幅広い参加者と一緒に理科

実験を行い、環境や科学への関心を高めてもらう。 

200,000 

大阪府教員研修のた

めの梶本基金 

8 大阪私立中学校高等学校

連合会 

（大阪市都島区） 

校長合同部会 

 大阪私立の校長先生方の指導力向上を図るとと

もに、相互の連携強化のために研修会を開催し、

大阪の私学の充実発展を目指す。 

150,000 

江田直介・静子健やか

な青少年育成基金 

9 公益財団法人  

代人形劇センター 

（神奈川県川崎市） 

「子ども乙女文楽教室」プロジェクト 

 大阪で「文楽」から誕生し、現在は川崎で専門

の人形遣いによって４０年以上にわたり受け継が

れてきた、伝統人形芝居「乙女文楽」を、川崎市

内の子どもたちに楽しんでもらい、また、その伝

承活動を通して青少年育成を目指す。 

470,000 

大阪信用金庫ふれあ

いスマイル基金 

10 高石市民音楽団 

（大阪府高石市） 

高石市民音楽団ジュニアバンド運営事業 

 高石市民を対象として設立された高石市民音楽

団のうち、小中学生を対象とした吹奏楽団体のジ

ュニアバンドの活動を市内各所で行う。 

200,000 

江田直介・静子健やか

な青少年育成基金 

11 京都技術士理科支援チー

ム 

（京都市） 

子供理科実験教室 

 子供に理科実験を体験させ、理科の面白さ、身

の回りや社会での重要さを理解することにより、

将来を担う理科好きの子供を育てる。 

350,000 
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江田直介・静子健やか

な青少年育成基金 

12 芝浦工業大学生涯学習セ

ンター 

（東京都港区） 

少年少女ロボットセミナー in 大阪 2012 

 子どもたちに、科学、理科への関心を高めるこ

とを目的として、最新ロボットの講演、ロボット

製作等を通して、楽しみながらモノづくりと創意

工夫を体験させる。 

200,000 

大阪信用金庫ふれあ

いスマイル基金 

13 ＮＰＯ法人  

えんぱわめんと堺／ES 

（大阪府堺市） 

子どもへの暴力防止（ＣＡＰ）プログラム おと

なワークショップ・子どもワークショップ 

 ＣＡＰプログラムを周りのおとな（保護者・教

職員・地域のおとな）へ伝え、子どもを支援する

おとなが何ができるかを考える。子どもが、自分

で自分の身を守る方法を身につけるプログラムを

届ける。 

200,000 

レイク夢・未来・ユー

ス基金 

14 ＮＰＯ法人  

いび川ソフトボール協会

（岐阜県揖斐郡） 

２０１２いび川カップ中学生ソフトボール大会 

 ソフトボール競技の普及及び振興と、競技力向

上を大きな目的としながらも、同じスポーツを通

して、青少年の交流と健全育成を最終的目標とし、

岐阜県内外の中学生ソフトボールチームによるソ

フトボール大会を実施する。 

200,000 

柏岡精三記念基金 15 ＮＰＯ法人  

Ｆ‐ｓｉｔｅ（エフサイ

ト） 

（富山市） 

平成２４年度 高校生の地域史実朗読・演劇活動

支援事業 

 富山県内の高校生が、地域の史実に基づいてオ

リジナルの朗読・演劇を制作し、地域の大人など、

さまざまな世代職種の方々と共に上演する。当団

体が、それら活動の核となり、専門家らによる各

種ワークショップを実施。地域を巻き込み、「表

現」や「史実」の重要性を青少年らと共に学ぶ。 

250,000 

柏岡精三記念基金 16 ＮＰＯ法人  

ほっとねっと 

（奈良県奈良市） 

不登校・引きこもりのためのパソコンを活用した

学習補充事業 

 中学生年齢以上の不登校・引きこもりの人のた

めの中学校で学習する５教科の基礎をパソコンの

スキルを習得しながら身につける補充教室。 

200,000 

江田直介・静子健やか

な青少年育成基金 

17 次世代養成実行委員会 

（大阪市西区） 

次世代へつなげる防災教育プログラムの探求と実

施 

 ３月１１日の東日本大震災の発生により、ます

ます防災や減災のことを改めて考える必要が出て

きたので、次世代へつなぐ教育プログラムを実施

する。 

180,000 
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匿名基金NO．１７ 18

 

公益財団法人 金沢子ど

も科学財団 

（石川県金沢市） 

算数・数学チャレンジクラブ事業 

 学校教育とは視点が異なる教育活動を通して、

算数・数学のもつ本来の面白さを体験するととも

に、算数・数学的な「考える力」「独創力」等を

培う。 

200,000 

柏岡精三記念基金 19 ボランティア団体「大空

へ飛べ」 

（富山県小矢部市） 

「大空へ飛べ」東北ボランチティアイベント 

 平成２４年８月１０日～１３日にメンバー５０

名により宮城県東松島市でミニコンサートを行う。

また、震災の被害にあった小中学校を訪問し、交

流会を行う。 

300,000 

大阪府教員研修のた

めの梶本基金 

20 大阪府教育センター 

（大阪市住吉区） 

小中学校「理科」基礎研修 

 大阪府の小・中学校教員のうち、２～９年目の

教諭を対象に、理科における各単元の内容につい

て理解を深め、観察・実験の方法を学び、授業力

の向上を図る研修を実施する。 

494,000 

大阪信用金庫ふれあ

いスマイル基金 

21 ＮＰＯ法人  

子どもセンターあさひ 

（大阪市旭区） 

竹の音楽会 柴田旺山 竹遊～たけあそび～ 

 日本・アジアの竹楽器が奏でるコンサート。会

場は、国の有形文化財に指定されている山本能楽

堂で、幼児からお年寄りまで、幅広い年齢層で、

五感で日本の伝統文化を楽しむ。 

350,000 

柏岡精三記念基金 22 ＮＰＯ法人  

次世代教育センター 

（茨城県取手市） 

子どもおもしろサイエンス倶楽部 

 各分野の専門家が講師となり、「子ども科学・

ものづくり塾」と「子ども航空・宇宙塾」を毎月

交互に実施。そこで出会う驚きや発見を通して、

子どもたちが科学のおもしろさ・楽しさに目覚め

ることが目的。 

250,000 

柏岡精三記念基金 23 ＮＰＯ法人  

ＰＯＳＳＥ 

（東京都世田谷区） 

生徒・学生のキャリアを守るための労働法教育普

及事業 

 若者に労働法の実践的な知識を普及させるた

め、中学、高校、専門学校、大学等で労働法の出

前授業を行う。また、教育関係者を対象としたセ

ミナー・シンポジウムの企画・運営を行う。 

120,000 

活力ある大阪を求め

る会基金 

24 ＮＰＯ法人  

西淀川子どもセンター 

（大阪市西淀川区） 

ええやん！やるやん！プロジェクト 

 子どもが行うパフフォーマンスに先駆け、自分

や他人のことを「ええやん！やるやん！」と思え

るように、様々な分野のアーティストに文化活動

講師を依頼し、表現することの楽しさを伝える。 

50,000 
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川嶋昇基金 25 カクテルホイップ 

（大阪府東大阪市） 

青少年自立支援サポートワークショップ「ひらけ！

GO★MA」 

 引きこもり、コミュニケーション不全の課題を

抱えている若者が多い現代、インプロ（即興演劇）

のエクササイズで、自己を肯定し他者と共同的に

活動することを図る。 

100,000 

 

芸術文化の発展・向上   ８件  ５，０５０，０００円 

基金名  № 助成先 助成事業 助成額（円）

片山千歳古典芸能振

興基金 

1 

 

公益財団法人  

山本能楽堂 

（大阪市中央区） 

初心者のための上方伝統芸能ナイト 

 大阪に伝わる伝統芸能である、能、狂言、文楽、

上方舞、落語、講談、浪曲、女道楽などを、落語

家による司会と解説付きで、初心者でも楽しめる

よう工夫を凝らして上演し、上方伝統芸能の普及

と振興を図る。 

800,000

大阪信用金庫ふれあ

いスマイル基金 

2 ＮＰＯ法人  

ＤＡＥＮ 

（大阪市阿倍野区） 

Revolutionary Dance 

 アメリカ・ニューヨークでマイケル・カービー

氏に師事。演劇を学び、博士号を取得した演出家

金雨玉氏を韓国より招聘し、マイケル・カービー

原作「Revolutionary Dance」の上映に向けて

１カ月間の研修を行う。 

500,000

柏岡精三記念基金 3 ＮＰＯ法人  

アートアンドアーキテク

トフェスタ 

（京都府京都市） 

U-30 Under 30 Architect exhibition 2012 

３０歳以下の若手建築家に７組による建築の展覧

会（２０１２） 

 国内で精力的に活動し、今後の活躍が期待され

る３０歳以下の若手建築家７人にスポットをあて

た建築家展覧会を開催する。 

500,000

片山千歳古典芸能振

興基金 

4 アトリエ オガ． 

（大阪市中央区） 

Ｅｅｎｅｎ延年ｖｏｌ．６ ＣＯＭＭＥＤＩＡ合

戦“狂言ＶＳイタリア仮面劇” 

 狂言とコメディア・デッラルテの比較と融合・

劇形態を探る（日本とイタリアの伝統芝居を比較

しつつ、コラボレーション公演を行う。イタリア

人俳優の増員、上演規模の拡大を予定）。 

800,000

柏岡精三記念基金 5 ＮＰＯ法人  

山城こみねっと 

（京都府宇治市） 

第２回山城“こくみん劇” 

 世代を超え、障がいの有無をも越え、地域住民

がこぞって集まり、ともに汗して本格的な演劇作

品を創造する。この作品を観る住民も含めて多く

の住民を核にして、地域にコミュニケーションの

輪を作る。 

350,000
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片山千歳古典芸能振

興基金 

ばんちゃんさわやか基

金 

6 公益財団法人  

大槻能楽堂 

（大阪市中央区） 

大槻能楽堂自主公演能 夏休み おやこ教室 

 おやこ、初心者を対象とした日本伝統芸能「能」

を観て・聴いて・体験する！！体全身で感じても

らう公演。鑑賞前に囃子・謡・能面体験を子供達

にしてもらう。 

（400,000）

（200,000）

600,000

大塚伸二基金 7 ＮＰＯ法人  

フィルハーモニック・ウ

インズ大阪 

（大阪府豊能郡） 

オオサカン ウインドバンド・フェスティバル’１２ 

 吹奏楽コンクール課題曲の模範演奏や実践的な

指揮法講座、楽器別アドバイスなど吹奏楽の知識

を学ぶことができ、無料楽器調整などサポートが

受けられるイベントを開催する。 

1,000,000

大塚伸二基金 8 一般社団法人  

関西二期会 

（大阪市中央区） 

関西二期会サロンオペラ 

 若手オペラ歌手たちが、「もっと身近にオペラ

を！」をスローガンにオペラにふれたことのない

方にもオペラを楽しみ、その魅力を感じていただ

くことを目的とした公演を行う。 

500,000

 

多文化との共生   ４件  ７７２，０００円 

基金名  № 助成先 助成事業 助成額（円）

和泉市くすの木基金 

節子基金 

藤崎基金 

大阪電業協会基金 

匿名基金NO．９ 

フナガ社会福祉基金 

災害救援活動支援基

金 

阪神大震災救援活動

助成基金 

健勝苑エイズ・サポー

ト基金 

老人医療基金 

大同生命社会活動基

金 

こどもに夢を！基金 

1 こどもひろば 

（大阪市天王寺区） 

こどもひろば初めて体験ツアー 

 社会的な体験が乏しく、孤立しがちな外国にル

ーツを持つ子ども達を主な対象とした体験交流活

動を、他の関係諸団体と協力しながら実施する。 

（17,726）

（16,874）

（10,953）

（4,512）

（826）

（220）

（178）

（184）

（177）

（162）

（133）

（55）

52,000

柏岡精三記念基金 2 ＮＰＯ法人  

アフリカ日本協議会 

（東京都台東区） 

アフリカンキッズクラブ 

 日本で暮らすアフリカにルーツを持つ子どもた

ちとその親及びアフリカに関心のある日本人親子

が、アフリカの文化に触れ、親子らが交流できる

場を提供する。 

100,000
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野の花友愛基金 3 ＮＰＯ法人  

シャプラニール＝市民に

よる海外協力の会 

（東京都新宿区） 

全国キャラバン２０１２～４０周年を迎えて～ 

 ２０１２年に４０周年を迎えるにあたり、新し

い人々を巻き込みながら、シャプラニールの方向

性や新しい取り組みなどについての意見交換を全

国で行う。 

400,000

Panasonic共生社会

基金 

4 ＮＰＯ法人  

フリー・ザ・チルドレン・

ジャパン 

（東京都世田谷区） 

子ども国際協力NEWS記者育成プロジェクト 

 「問題を知り・伝えることが世界を変える第一

歩！」をコンセプトとし、子どもが企画から配信

までを担う情報媒体を作る。子ども自身が国際問

題に携わり、活躍する人々に取材し、子どもの目

線で世界をとらえ、同年代の子どもに広める機会

を提供する。 

220,000

 

開発途上国への支援   ６件  ２，６８６，０００円 

基金名  № 助成先 助成事業 助成額（円）

がっこう基金 1 ＮＰＯ法人  

国際公衆衛生支援機構 

（北海道札幌市） 

スリランカ、カムナブラ小学校に安全で衛生的な

水とトイレを提供するプロジェクト 

 風土病であるフッ素症対策として、フッ素フェ

ルターを設置し、健康的な飲料水を提供するとと

もに、手洗い設備と男女別のトイレを設置し安全

な就学環境を提供する。 

946,000

Panasonic共生社会

基金 

2 ＮＰＯ法人  

ＡＣＣ危機の子どもた

ち・希望 

（東京都目黒区） 

おばあさんの手 

 国際社会からの援助の手が届き難いコソボ難民

女性の中高年層に、民族の伝統的生活文化である

刺繍、編み物、織物などの手仕事を通して、心理

社会的活性化を目指す支援を行う。 

280,000

羽藤秀雄・ぬゑ教育基

金 

3 ＮＰＯ法人  

国際交流の会とよなか（Ｔ

ＩＦＡ） 

（大阪府豊中市） 

自立センターの運営支援 

 ネパール・カトマンズ郊外の山間部サクー地区

の女性・子どもたちの識字教育と職業訓練所とし

て使える場所と運営・技術支援をして、安定した

運営基盤を作りたい。 

250,000

飛翔子ども基金 4 アデオジャパン 

（東京都杉並区） 

ケニア共和国のＨＩＶ孤児の児童教育サポート 

 ケニア共和国ブシア県の５歳以下のＨＩＶ孤児を主

な対象とし、教育用品や遊具用品の支給、プロジェク

トの記録と日本国内での報告を通じて、教育健康・保

護を目的とした児童教育の強化を図る。 

200,000
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羽藤秀雄・ぬゑ教育基

金 

5 Ｃｏｒｄｉｌｌｅｒａ 

Ｇｒｅｅｎ Ｎｅｔｗｏ

ｒｋ（コーディリエラ・

グリーン・ネットワーク）

（フィリピン） 

ルソン島北部山岳地方の先住民族に伝わる民話絵

本の制作と子どもたちへの配布 

 森林保全や自然との調和をテーマとする先住民

族の民話を、現地の芸術家による挿絵絵本として

制作し、先住民族の子どもたちが誇りと伝統を回

復するための教育教材として、学校などに配布す

る。 

260,000

がっこう基金 6 チーム ピース チャレ

ンジャー 

（千葉県市川市） 

貧困で栄養失調状態の子ども達が通う学校に給食

を出して学校運営に寄与しよう 

 インド・ブッタガヤ周辺の１７の村から最貧困層

の子ども達を集め、１３年間の教育を無償で提供し

ている学校に通う５００名の栄養失調状態の生徒に

給食を出して、学校運営に寄与する。 

750,000

 

環境の保護・保全   ４０件  １９，５７７，２７０円 

基金名  № 助成先 助成事業 助成額（円）

東洋ゴムグループ環

境保護基金 

1 次世代のためにがんばろ

会 

（熊本県八代市） 

「子供の環境を守る人づくり」プロジェクト 

 小中学生を対象にした実践的な環境学習を実

施、派遣講師を育成する事業。学習会やイベント

に講師を派遣。講師養成研修会を実施する。 

859,800

東洋ゴムグループ環

境保護基金 

2 社会福祉法人  

日本ヘレンケラー財団 

さつき園 

（大阪府阪南市） 

食用廃油再生燃料化リサイクル事業 

 環境負荷の軽減を目指すとともに知的障害者の

授産活動の一環として、食用廃油を代替燃料とし

て再生する。 

450,000

東洋ゴムグループ環

境保護基金 

3 環境学習サークルみえ 

（三重県四日市市） 

体験型環境学習プログラムで”地球温暖化伝えま

す２０１２”事業 

 地域や学校、公民館等で“自転車発電体験教室”

“省エネルギー教室”“風力発電工作教室”“こ

ども環境体験教室”を開催して、「省エネルギー」

や「地球温暖化」の普及啓発を行う。 

300,000

東洋ゴムグループ環

境保護基金 

4 ＮＰＯ法人  

竹林救援隊 

（岐阜県各務原市） 

放置竹林の間伐整理と廃竹を使っての老人介護施

設への生活環境応援 

 放置竹林の間伐整理、草刈り作業。間伐した廃

竹を利用して、老人介護施設に入居者の生きがい

を生む環境の充実と生きる喜びを提供する。 

514,000

東洋ゴムグループ環

境保護基金 

5 ＮＰＯ法人  

グローバルヒューマン 

（岩手県一関市） 

貧困者のオーガニック和綿定植による東日本巨大

津波塩害農地の脱塩・復興事業 

 元ホームレスら生活困窮者の手により、東日本大震

災巨大津波で塩害被害を受けた農地に、人と地球にや

さしいオーガニック和綿を定植、ゆるやかな脱塩機能

を稼働させ、農地の復旧復興を行う。 

1,000,000
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東洋ゴムグループ環

境保護基金 

6 ＮＰＯ法人  

マンパワーカフェ 

（静岡県静岡市） 

親子のものづくり体験教室 

 「環境」「親子」「ものづくり」をキーワード

として教室を開催。環境問題について学ぶととも

に、親子で一緒に楽しくものづくりを行う機会を

提供する。 

60,000

東洋ゴムグループ環

境保護基金 

7 ＮＰＯ法人  

すいた環境学習協会 

（大阪府吹田市） 

地域の小中高等学校や市民に対する「参加型体験

学習」と「環境保全指導」 

 吹田市内小中高校の正規授業としての出前授業

及び市民向け環境学習講座の運営、講師派遣、里

山保全活動、体験型環境学習支援授業の展開、並

びに行政・他団体と協働した多面的環境普及啓発

活動と支援を行う。 

400,000

東洋ゴムグループ環

境保護基金 

8 ＮＰＯ法人  

サンクチュアリエヌピー

オー 

（静岡県浜松市） 

中部圏における海岸への漏出光調査と野生生物に

及ぼす影響調査 

 浜松海岸の調査を継続しつつ、新たにウミガメ

の繁殖地のある静岡・三重・和歌山の３県にも漏

出光の新規調査を行う。その調査結果をもとに、

街明りの海岸漏出対策を行政に提言する。 

1,000,000

東洋ゴムグループ環

境保護基金 

9 ＮＰＯ法人  

印旛野菜いかだの会 

（千葉県佐倉市） 

印旛沼絶滅危惧種水草再生と環境学習 

 沼内では絶滅した水草（沈水性・浮葉性植物）、

２０～４０年沼底に眠る種子を人工浅瀬型の「水

草再生いかだ」で発芽させて、繁殖・保全を継続

し、自然浄化機能を促進して構築する。 

710,000

東洋ゴムグループ環

境保護基金 

10 権現森自然研究会 

（宮城県仙台市） 

吉成地域の緑を守り、子供たちに自然の大切さを

伝えよう！ 

 里山「権現森」の自然を守るとともに、子供た

ちに自然の大切さを伝えるために、地域の保育所、

小学校、児童館、中学校などと連携して、緑の活

動を支援する。 

150,000

東洋ゴムグループ環

境保護基金 

11 ふるさと倶楽部 

（和歌山県御坊市） 

地域・各家庭にマッチした生ごみの堆肥化推進 

 当地域や各家庭にマッチした方法で行政との協働

化も視野に入れながら、参加家庭のフォローアップ

と増加を図り、ＣＯ2の削減、税金の有効活用に寄

与するとともに、平成34年に予定している焼却炉、

し尿処理施設の更新に反映させる。 

343,000

東洋ゴムグループ環

境保護基金 

12 ＮＰＯ法人  

社会還元センターグルー

プわ 

（兵庫県神戸市） 

ケナフ栽培と使用による地球温暖化防止啓蒙活動 

 ケナフを栽培し、その靭皮と牛乳パックを合わ

せてパルプとし、紙漉教室を実施。また、ケナフ

の茎部や竹を使い炭焼き教室を実施。これらの活

動を通じ、物を大事にする心、省エネ生活、環境

にやさしい生活などを啓蒙する。 

100,000
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東洋ゴムグループ環

境保護基金 

13 いび川イキイキまちづく

り協議会 

（岐阜県揖斐郡） 

農作物と作物販売から地産地消とフードマイレー

ジ、生物の多様性を学ぼう 

 ・幼稚園児を対象に農業体験を通じて地産地  

消と生物の多様性を学ぶ。 

 ・養護学校の生徒を対象に農業体験と作物の販

売を通し、都市と農村を結ぶ地産地消の大切さを

学ぶ。 

 ・岐阜経済大学の学生と共同で、一般向けの農

業体験イベントを開催し、休耕地解消のためのイ

ベント企画とフードマイレージの大切さを学ぶ。 

500,000

東洋ゴムグループ環

境保護基金 

14 まきのはら水辺の楽校 

（静岡県牧之原市） 

水辺の体験と保持活動 

 牧の原市内の水辺を活用した自然体験活動を展

開するとともに、「榛原ふるさとの森」内谷津田

の利用促進を図り、蛍の生息環境を整える。また、

これらを行う指導員の育成を図る。 

500,000

東洋ゴムグループ環

境保護基金 

15 遠賀川源流サケの会 

（福岡県嘉麻市） 

遠賀川にサケを呼び戻そう 

 炭鉱閉山後に遠賀川に遡上してきた鮭を機に、

鮭の自然産卵・回帰を願って、遠賀川の源流地で

ふ化・育成・放流を続け、鮭が戻る河川環境の保

全・改善や生命の尊さを学ぶ。 

400,000

東洋ゴムグループ環

境保護基金 

16 釧路湿原塾 

（北海道釧路市） 

第14回自然塾全国大会 in 釧路 

 生物多様性を支える釧路湿原における自然再生

事業を学ぶとともに、全国の自然塾やミクロネシ

ア連邦での取り組みを聞き、今後の釧路湿原と人

との関わりについて、講演や交流会などを通して

考えるとともに、人材育成を図る。 

600,000

東洋ゴムグループ環

境保護基金 

17 ＮＰＯ法人  

日本水フォーラム 

（東京都中央区） 

国内外の水に関する問題の啓発活動 

 世界の水問題（水供給、衛生、水環境等の現状）、

日本の水資源の状況、世界の水問題と日本の関係

等について、市民参加イベントにおいてパネルや

グッズを用いて啓発を行う。 

470,530

東洋ゴムグループ環

境保護基金 

18 山田の里グリーンクラブ

（兵庫県神戸市） 

次世代に残そう「里山の景観と文化」 

 林内整備、棚田の活用により、「里山の景観」

を保全するとともに、昔の生活用具（石臼・農機

具）を使用する体験等「里山の景観と文化」を継

承する。 

150,840
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東洋ゴムグループ環

境保護基金 

19 ＮＰＯ法人  

環境２１の会 

（兵庫県明石市） 

子ども達に環境理科教室を実施し、環境問題の啓

発と子育てを支援する事業 

 環境をテーマに、実験と物つくりを主体にした

理科教室を実施して、子ども達に環境問題の啓発

と理科に興味を持たせて、子ども達の理科離れを

防ぐ子育て支援を行う。 

170,000

東洋ゴムグループ環

境保護基金 

20 ＮＰＯ法人 楽竹会 

（神奈川県横浜市） 

間伐竹活用による都市近郊の資源循環型自然環境

保全活動 

 荒廃竹林の整備で発生する間伐竹で製造した竹

炭、竹炭粉、竹酢液を活かした有機自然農法によ

る環境保全活動を行う。 

364,900

東洋ゴムグループ環

境保護基金 

21 ブナを植える会 

（兵庫県神戸市） 

豊かな自然の復元を願って 

 ブナ・落葉広葉樹の植樹・育樹により、生物多様

性の保全、再生を目指す。さらに、緑の少年団、自

然学校、一般市民のブナ林の活用を図る。 

750,000

東洋ゴムグループ環

境保護基金 

22 ＮＰＯ法人 共生の森 

（大阪府堺市） 

「共生の森」における郷土種育苗事業及び市民参

加促進事業 

 大阪湾岸の産業廃棄物処分場１００ｈａにおけ

る、自然との共生を目指した本格的な森づくりの

ための郷土種育苗活動、及び市民参加を呼び掛け

る講演会開催とPRリーフレット作成。 

181,200

東洋ゴムグループ環

境保護基金 

23 旭学舎援助隊 

（愛知県尾張旭市） 

成人向けの環境教育講座 

 地球レベルから地域レベルの環境問題までを実

験や体験を交え知識として知る。さらに、節電や

エコな暮らしをする知恵として役立てる。 

75,000

東洋ゴムグループ環

境保護基金 

24 ＮＰＯ法人  

シナイモツゴ郷の会 

（宮城県大崎市） 

大震災を乗り越える力強い自然再生活動 

 震災で損傷したゼニタナゴなどの生息地を現況

調査し、被災した里親学校や農業者を支援して、

生息地復旧と拡大を図ることにより、災害につよ

い自然再生を提案する。 

950,000

東洋ゴムグループ環

境保護基金 

25 エコ村伝承館 

（熊本県熊本市） 

ものづくり体験を通した環境学習事業 

 主に小中学校の子供たちを対象に里山保全、地

球温暖化防止、リサイクルなどの環境学習と竹箸

やＵＶビーズ等を作成し、これからの環境保全に

向けての行動に発展させる取り組みを行う。 

550,000

東洋ゴムグループ環

境保護基金 

26 六甲山を活用する会 

（兵庫県神戸市） 

”都市山”六甲山の多様な価値を広めつつ、落葉

樹主体の森を再生する実験活動 

 ９年間の市民セミナーで蓄積した六甲山の魅力

発見情報を”郷土誌”として広域に普及し、六甲

山上の借用地でアセビ伐採など保全整備を担い、

六甲山らしい森の再生を目指す。 

800,000
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東洋ゴムグループ環

境保護基金 

27 ＮＰＯ法人  

モスグリーンＥｃｏ 

（滋賀県犬上郡） 

琵琶湖のヨシとコケによる緑化プロジェクトの展開 

 耕作放棄農地で栽培したコケを、滋賀県立大学

と共同開発、実証実験した琵琶湖のヨシを使った

「ヨシ緑化パネル」による緑化事業を展開する。 

550,000

東洋ゴムグループ環

境保護基金 

28 おおもりこもりてんこ森

祭実行委員会 

（愛知県名古屋市） 

第３回森の童話読書感想はがきコンクール及び第

６回おおもりこもりてんこ森祭 

 森の童話を読み、感想を絵または文ではがき１

枚に書くコンクールと、その授賞式やドングリ工

作や森の童話劇を通して、子どもたちが森を楽し

く遊ぶイベントを開催する。 

500,000

東洋ゴムグループ環

境保護基金 

29 みのお川を美しくする会

（大阪府箕面市） 

箕面川・石澄川及びその周辺の環境美化活動 

 箕面川・石澄川（猪名川水系）は、野鳥、昆虫、

植物の種類も多く、人々の憩いの場となっている。

しかし、箕面大滝の中下流市街地では、川及び橋・

周辺道路・緑地がゴミで汚されているので、箕面

国定公園並に美化する活動を行う。 

38,000

東洋ゴムグループ環

境保護基金 

30 ＮＰＯ法人  

新山川草木を育てる集い

（北海道札幌市） 

「どろ亀さん記念当別２２世紀の森」におけるエ

ゾヤチネズミ等の食害軽減策の試み －特にヒト

デの嫌忌効果について－ 

 ２０１１年のエゾヤチネズミの食害軽減策の継

続テストを行う。ヒトデの入手ルートができたこ

とと、エゾシカの６～１０月の食害が増えたこと

から、エゾシカに対するヒトデの嫌忌効果とその

具体的方法について、２～３の方法を試みる。 

500,000

東洋ゴムグループ環

境保護基金 

31 姫新線ふれあい菜の花プ

ロジェクト 

（兵庫県たつの市） 

障がい者と取り組む地球温暖化防止活動 

①遊休農地に菜の花を栽培して、自然環境の保全

を図る 

②廃食用油のリサイクル活動で障がい者の就労支

援を図る 

250,000

東洋ゴムグループ環

境保護基金 

32 四日市大学エネルギー環

境教育研究会 

（三重県四日市市） 

地域から環境保全！環境教育（EＳＤ)と循環型社

会づくり 

 培った実績と新プログラムにより、四日市市を

中心に東海三県にて、持続可能な社会づくり・人

づくりの環境教育を実施、循環型社会づくりのノ

ウハウを提供・貢献する。 

500,000

東洋ゴムグループ環

境保護基金 

33 ＮＰＯ法人  

グリーンエネルギーしず

おか 

（静岡県静岡市） 

親子で学ぶ「つくろうECOエネルギー」イベント 

 親と子が「お話、アンケート、クイズ」を通じ

て資源やエネルギーを大切にすることを学び、自

然エネルギー発電実験キットの体験学習を通じ

て、自然エネルギーの創り方、つくる大変さなど

を気づかせる。 

400,000
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東洋ゴムグループ環

境保護基金 

34 ＮＰＯ法人  

おさかなポストの会（認

証申請中） 

（神奈川県川崎市） 

おさかなポスト 

 東日本大震災の影響を受け、熱帯魚やカメ等を

飼育している多くの飼育者の家で水槽や池等が破

損し、飼育が困難となった。おさかなポストでは、

外来種が密放流されるのを防ぎ、命をつなげると

ともに、被災飼育生物の命をつなげる活動も行う。 

1,000,000

東洋ゴムグループ環

境保護基金 

35 ＮＰＯ法人  

ビーグッドカフェ 

（東京都世田谷区） 

オレンジプロジェクト 

 放置ミカン農園を維持・再生するためのワーク

ショップを開催するとともに、学生を中心とした

人材育成を新たに行い、より自立・継続した里山

地域支援の仕組みの確立を目指す。 

500,000

東洋ゴムグループ環

境保護基金 

36 ＮＰＯ法人  

ニランジャナセワサンガ

（大阪市西区） 

インド植林プロジェクト 

 インド貧困乾燥地域ビハール州の荒野に植林と

アグロフォレストリーを実践。森の再生により、

地下水確保、雨季洪水防止を図る。果樹の植樹と

有機農業の相乗効果で、土壌を豊かにし、地域の

飢餓撲滅につなげ、生物多様性を回復させる。 

880,000

大輪会ふれあい基金 37 財団法人  

大阪市コミュニティ協会

（大阪市中央区） 

（仮称）鶴見環境フェスタ 

 花博記念公園鶴見緑地を舞台として、環境月間

である６月に、地域、環境関連機関、施設等と連

携するとともに、多くの区民に呼びかけて「環境」

をキーワードとした町づくりを目指したイベント

を開催する。 

500,000

東洋ゴムグループ環

境保護基金 

38 ＮＰＯ法人  

秋田パドラーズ 

（秋田県秋田市） 

秋田県における海外由来の海岸漂着物（ゴミ）を

減らすプロジェクト 

 海岸線を覆う漂着ゴミ問題にスポットをあて、

今までの調査を基に、この問題解決のために、外

国（韓国）の学生と秋田でフォーラムを開催する。 

410,000

東洋ゴムグループ環

境保護基金 

39 ＮＰＯ法人  

樹木・環境ネットワーク

協会 

（東京都千代田区） 

動物の賑わう森づくりプロジェクト～多摩動物公

園編～ 

 多摩動物公園にある雑木林にて、市民ボランテ

ィア主導のもと、生物多様性に配慮した整備活動

を実践するとともに、次世代を担う子どもたちの

体験の場として活用する。 

950,000

東洋ゴムグループ環

境保護基金 

40 一般社団法人  

日本気象予報士会 関西

支部 

（京都府京都市） 

「楽しいお天気講座」による子供たちの自然観察

力・探究力と防災意識の育成 

 学校や公共施設を利用して、子供たちを対象に

お天気講座を開催する。天気予報、大雨、台風、

雪結晶などをテーマとして、子供たちの自然観察

力・探究力を育成する。また、大雨や台風による

災害に対する防災意識の育成を図る。 

250,000
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地域社会の活性化  ６件  ２，７６９，０００円 

基金名  № 助成先 助成事業 助成額（円）

西日本高速道路エリ

ア・パートナーズ倶楽

部 地域活性化支援

基金Ｅ 

1 ＮＰＯ法人  

なにわ堀江１５００ 

（大阪市西区） 

「西区堀江・新町周辺の戦前の写真パネル整理と

インデックス帖作成、パネル・ジオラマ・地図の

展示」 

 これまでに収集・展示された、堀江・新町の貴

重な写真を整理し、今後地域の各種イベントで有

効活用できるよう整備する。 

220,000

西日本高速道路エリ

ア・パートナーズ倶楽

部 地域活性化支援

基金Ｅ 

2 ＮＰＯ法人  

霧島食育研究会 

（鹿児島県霧島市） 

絆・命を実感！地域で創る「霧島・食の文化祭」 

 「子や孫に残したい霧島の食は何ですか？」を

テーマに、命の源の食や家庭・地域の絆を見直し、

「家庭料理大集合」や「食育ワークショップ」な

どをメインとした、体験・交流型の地域交流会を

開催する。 

400,000

西日本高速道路エリ

ア・パートナーズ倶楽

部 地域活性化支援

基金Ｅ 

3 ＮＰＯ法人  

エナジーフィールド 

（滋賀県近江八幡市） 

"BIWAKOビエンナーレ ２０１２ 御伽草子 

～Fairy Tale" 

 滋賀県で開催される地域活性化を目的とした芸

術祭。美術展のみならずワークショップなども行

う。会期期間前には、アーティスト・地域住民と

の協働により、会場となる町家の改修・整備も行

う。 

1,000,000

西日本高速道路エリ

ア・パートナーズ倶楽

部 地域活性化支援

基金Ｅ 

4 ＮＰＯ法人  

地域通貨 ねやがわ 

（大阪府寝屋川市） 

地域通貨活用による地域まるごと（地域福祉・地

域振興）活性化事業 

 全国レベルで発行量NO．１の地域通貨「げんき」

の飛躍的拡大により、地域における「助け合い活動」

を活性化し、住民相互が支え合い、絆を深め、心温

まる地域コミュニティを実現する。 

499,000

西日本高速道路エリ

ア・パートナーズ倶楽

部 地域活性化支援

基金Ｅ 

5 豊能障害者労働センター

（大阪府箕面市） 

豊能障害者労働センター３０周年記念ライブ 

 ３０年間支えてくださった方々への感謝の気持

ちを込めて、「東北」をキーワードとした、詩の

朗読やフリートーク、津軽弁での唄などのステー

ジ。障害のある人とない人がともに働くことを通

して、さらに市民事業を広げ、雇用を創出し、ゆ

め風基金を通して東日本大震災の被災障害者の継

続的な支援活動の輪を広げるためのイベント。 

400,000

西日本高速道路エリ

ア・パートナーズ倶楽

部 地域活性化支援

基金Ｅ 

6 ＮＰＯ法人  

ライフスキル研究所 

（大阪府池田市） 

アートで心の健康を守る２０１２ あそびとアー

ト 

 「遊び」をキーワードに、アートのもつパワー

と効果、その意義を知る講演会＆ワークショップ

を開催する。遊び感覚で楽しみながら、ＱＯＬを

高めるアートを提案する。 

250,000
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社会福祉の増進  ５件  ９５２，０００円 

基金名  № 助成先 助成事業 助成額（円）

野の花友愛基金 1 公益社団法人  

認知症の人と家族の会 

大阪府本部 

（大阪市阿倍野区） 

認知症の人と家族のための「つどい（講演と家族

交流）」開催と相談支援 

 認知症の人を介護する家族の支援を目的に、精

神科専門医、大学教授、認知症介護経験者等によ

る「つどい」を開催する。講演後の家族との交流

会さらに週３回の電話による相談支援を実施す

る。 

300,000

秋田佳津ザンマイム

イ基金 

えがお基金 

ダイダン社会貢献活

動基金 

2 ＮＰＯ法人  

エンゼルネット 

（京都府京都市） 

シルバー先生（ボランティア）養成講座 ～今こ

そ素晴らしい経験を活かすとき～ 

 ６０歳以上の男女で、保育所等子どもに関わる

ボランティアを希望されている方を対象に、保育

者として必要な基礎講座を開講し、人から頼られ

ることの喜びが老化防止となり、新たな生きがい

となることを見出してもらう。 

（50,000）

（30,000）

（120,000）

200000

ふれあい基金 3 社団法人  

家庭養護促進協会 

（大阪市天王寺区） 

里親子の縁結びにまつわる事業 

 里親開拓、養（里）親希望者の調査、養（里）

親子委託のアフターケア、養（里）親子の交流事

業、里親子の縁結びにまつわる事業を行う。 

200,000

大阪商工会議所第２

１代会頭佐治敬三顕

彰基金 

4 社会福祉法人 

関西いのちの電話 

（大阪市淀川区） 

研修環境等の整備 

 相談員の研修用の椅子の充足や事務用椅子を取

替えなどにより、仕事の効率を上げ、快適な環境

づくりを図る。 

187,000

美知身障者福祉基金 5 ＮＰＯ法人 

ＴＡＫの会 

（北海道札幌市） 

重度心身障がい者のパソコン活用による業務の効

率化と拡大 

 重度心身障がい者の日常生活の充実化やバザー

等の出店販売の企画運営の効率化を図るととも

に、地域生活と社会参加の面において、重度心身

障がい者が自信を持って仕事に打ち込める環境を

整える。 

65,000

 

奨学金の支給  １６件  ７，５８０，０００円 

基金名  № 助成先 助成事業 助成額（円）

Ｔ＆S介護人材育成

基金 

1 行岡リハビリテーション

専門学校 

（大阪府茨木市） 

１名につき奨学金３６０，０００円を学生２名に

給付する。 

720,000

Ｔ＆S介護人材育成

基金 

2 関西福祉科学大学 

（大阪府柏原市） 

１名につき奨学金３６０，０００円を学生２名に

給付する。 

720,000
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Ｔ＆S介護人材育成

基金 

3 大阪府立大学総合リハビ

リテーション学部 

（大阪府羽曳野市） 

１名につき奨学金３６０，０００円を学生２名に

給付する。 

720,000

上田健一奨学基金 4 大阪市立デザイン教育研

究所 

（大阪市阿倍野区） 

奨学金480,000円を学生1名に貸与、奨学金

400,000を学生4名に給付する。 

 

2,080,000

大塚伸二奨学基金 5 大阪市立夕陽丘中学校 

（大阪市天王寺区） 

奨学金３００，０００円を学生１名に給付する。 300,000

花井耀一基金 6 静岡歯科衛生士専門学校

（静岡県磐田市） 

１名につき奨学金１００，０００円を学生１名に

給付する。 

100,000

前川慈修会財団記念

基金 

7 兵庫県立柏原高等学校 

（兵庫県丹波市） 

奨学金１２０，０００円を学生１名に給付する。 120,000

大阪商工会議所奨学

基金 

8 大阪府立住吉高等学校 

（大阪府阿倍野区） 

１名につき奨学金１２０，０００円を学生２名に

給付する。 

240,000

大阪商工会議所奨学

基金 

9 大阪貿易学院 

開明高等学校 

（大阪市城東区） 

１名につき奨学金１２０，０００円を学生２名に

給付する。 

240,000

大阪商工会議所奨学

基金 

10 大阪市立大学 

（大阪府住吉区） 

奨学金３６０，０００円を学生１名に給付する。 360,000

谷川勝奨学基金 

大阪商工会議所奨学

基金 

11 大阪府立天王寺高校 

（大阪府阿倍野区） 

１名につき奨学金１２０，０００円を学生２名に

給付する。 

（50,000）

（190,000）

240,000

大塚伸二奨学基金 12 大阪市立今宮中学校 

（大阪市西成区） 

１名につき奨学金３００，０００円を学生２名に

給付する。 

600,000

大塚伸二大阪三大学

基金 

13 大阪大学 

（大阪府吹田市） 

大阪府下３大学（市大・府大・阪大）の理工系学

部で、経済的に困窮した状況で勉学に励む学生１

名に奨学金３００，０００円を支給する。 

300,000

大塚伸二大阪三大学

基金 

14 大阪府立大学 

（大阪府堺市） 

大阪府下３大学（市大・府大・阪大）の理工系学

部で、経済的に困窮した状況で勉学に励む学生１

名に奨学金３００，０００円を支給する。 

300,000

大塚伸二大阪三大学

基金 

15 大阪市立大学 

（大阪市住吉区） 

大阪府下３大学（市大・府大・阪大）の理工系学

部で、経済的に困窮した状況で勉学に励む学生１

名に奨学金３００，０００円を支給する。 

300,000

桧基金 16 社団法人  

大阪聴力障害者協会 

（大阪市中央区） 

両親が聴力障がい者であられる子女の育成を助成

する目的で、奨学金２４０，０００円を学生１名

に給付する。 

240,000
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３．助成先訪問 

  助成先団体の活動状況を把握し、今後の財団活動の参考とするため、下記団体を訪問した。 

    社会福祉法人 日本国際社会事業団（東京都） 

    ＮＰＯ法人 シャプラニール＝市民による海外活動の会（東京都） 

    エコおもちゃつくり市民塾（吹田市） 

    ＮＰＯ法人 日常生活支援ネットワーク（大阪市） 

    

４．創立２０周年記念事業 

   日 時：平成２３年１１月９日 14：00～18：30 

場 所：シティプラザ大阪 ２階 「旬」の間 

参加者： 

プログラム： 

①20周年記念式典 

    挨  拶     理事長 灘本 正博 

    祝  辞     大阪商工会議所会頭 佐藤 茂雄氏 

大阪コミュニティ財団２０年を振り返って  財団事務局 

②記念シンポジウム 

    講  演 

     「これからのコミュニティ財団の役割と期待」 

        公益財団法人 公益法人協会 理事長 太田 達男氏 

    事例発表 

     「大阪コミュニティ財団に期待する」 

      （寄付に寄せる思い） 

・東洋ゴム工業株式会社 技術統括センター 

                環境安全衛生推進部 担当課長 東  一郎氏 

・大阪信用金庫 CSR推進部 調査役 内屋 雅之氏 

      （助成を受けて） 

・特定非営利活動法人大阪府民環境会議 

                事務局長 原田 智代氏 

・アトリエオガ  代表 小笠原 匡氏 

③懇親交流会 

     乾杯挨拶    評議員会長 小嶋 淳司 

 

５．普及啓発活動 

（１）大阪コミュニティ財団の集い in東京 

   日 時 平成23年３月19日 12：30～15：00 

場 所 東京商工会議所会議室  

参加者 25名 

    ①灘本正博理事長の挨拶 

②財団の近況報告 

③助成団体からの成果発表 

・「ともだち未来便」 
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－滝実出版記念会基金、Koto Syoko，JAPAN基金、羽藤秀雄・ぬゑ基金に

よる助成－ 

ＮＰＯ法人ＡＣＣ危機の子どもたち・希望 

              専務理事 高橋 喜美子氏 

・「少年少女ロボットセミナーin大阪２０１１」 

－レイク・夢・未来・ユース基金、大阪府建団連基金、大野隆夫社会への恩返し

基金による助成－ 

芝浦工業大学生涯学習センター 

生涯学習課  豊田 丈史氏 

      ・「森林整備」 

         ―東洋ゴムグループ環境保護基金による助成－ 

 ＮＰＯ法人国際ボランティア学生協会 

               理事  外木 絢子氏 

 

（２）大阪コミュニティ財団の集い in大阪 

   日 時 2012年3月28日 12：00～16：00 

   場 所 大阪商工会議所ニューコクサイ 

   参加者 ７４名 

     ①ドーナーズフォーラム 

       「わが社の社会貢献活動」 

大和ハウス工業株式会社CSR推進室 課長 小林 征人氏 

     ②助成団体からの成果発表会 

コメンテーター： 

特定非営利活動法人関西国際交流団体協議会 理事 有田 典代氏 

 

・「タイ国ランパン県にある図書館の修理・修繕」 

－がっこう基金による助成－ 

ガリレオクラブ インターナショナル 

       事務局長 西澤 砂弥香氏 

・「多様な生物がいのちを育む森づくり」 

    －東洋ゴムグループ環境保護基金による助成－ 

    北はりま地域づくり応援団 

       事務局長 内橋 欣司氏 

・「笑顔で外国人患者を受け入れよう～看護職者のための外国人医療支援講座」     

－Panasonic 共生社会基金による助成－ 

医療通訳研究会 

    看護部会 新垣 智子氏 

・かなえましょ♪あなたの夢プロジェクト 

  －商業界女性ゼミナール基金による助成－ 

       財団法人 大阪労働協会 大阪市立男女共同参画センター 

       コーディネーター  大形  解氏 
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６．広報活動 

  ・創立20周年記念誌「20年のあゆみ」（Ａ４判、８９ページ）の発行 

  ・広告の掲載 

    大商ニュースに以下の広告を掲載した。 

5月25日号 全三段（第1面） 

10月10日号 5段1／４ヨコ 

  ・事業報告書・財団ニュース・基金の現況 

    事業報告・決算報告をまとめた「ANNUAL REPORT 2010」（平成22年度事業報告

書）を7月に発行した。財団の活動を記事にまとめた「コミュニティ財団ニュース」は、NO．

40を7月に、NO．41を12月に、NO．42を3月に発行した。事業報告書や財団ニュー

スは基金寄付者、賛助会員及び財団関係者に配布した。また、基金を種類別にまとめた「基金

の現況」（2011年3月31日現在）を4月に発行し、基金寄付者や財団関係者に配布した。 

  ・後援名義の承認 

社会貢献活動を行う以下の事業に、後援名義の使用を承認した。 

  第12回天満音楽祭 2011年5月 

 第11回リズム体操シニアリーダー講座 2011年7月 

  共同シンポジウム「水辺の自然再生―震災を乗越える力強い活動」 2011年8月 

  第14回全国視覚障害者囲碁大会 2011年10月 

  第19回共生・共走リレーマラソン 2012年2月 

  第19回マインドエアロビクス 2012年3月 

  

７．会議 

（１）理事会 

   第１回理事会 

     日 時 201１年6月９日 10：00～11：00 

     場 所 大阪商工会議所501号会議室 

・平成22年度事業報告書・収支決算書を承認 

・基本財産の指定を承認 

・平成22年度公益目的取得財産残額を承認 

・定時評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等について承認 

・寄付の受け入れ及び新設基金の設置を承認 

・基金の種類等の変更を承認 

・任期満了に伴う選考委員の委嘱を同意 

・事務局長の委嘱を同意 

・資産運用状況／20周年記念事業について報告 

   第２回理事会 

     日 時 2011年6月29日 16：30～17：00 

     場 所 大阪商工会議所501号会議室 

      ・代表理事及び業務執行理事を選任 

     第3回理事会 

     日 時 2011年10月6日 11：00～12：00 

     場 所 大阪商工会議所403号会議室 
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      ・寄付の受け入れ及び新設基金の設置を承認 

・基金の助成方法の変更を承認 

・2012年度助成の募集／資産運用状況／20周年記念事業について報告 

   第4回理事会 

     日 時 2012年3月5日 11：00～11：45 

     場 所 大阪商工会議所501号会議室 

     ・平成24年度事業計画書・収支予算書を承認 

・平成24年度資金調達及び設備投資の見込みについて承認 

・平成24年度助成事業を承認 

・一般基金による助成分野を承認 

・寄付の受け入れ及び新設基金の設置を承認 

・基金の種類の変更を承認 

・評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等について承認 

・任期満了に伴う事務局長の委嘱を同意 

・寄付の受け入れ及び基金の管理運用に関する規程の改定承認 

・資産運用状況について報告 

 

（２）評議員会 

  第１回評議員会 

     日 時 2011年6月29日 15：30～16：30 

     場 所 大阪商工会議所501号会議室 

      ・任期満了に伴う理事を選任 

      ・平成22年度事業報告書／平成22年度収支決算書／平成22年度末公益目的取得財

産残額／寄付の受け入れ及び新設基金の設置／資産運用状況／20 周年記念事業につ

いて報告 

  第2回評議員会 

     日 時 2012年3月23日 11：00～11：40 

     場 所 大阪商工会議所501号会議室 

    ・平成24年度事業計画書／平成24年度収支予算書／平成24年度資金調達及び設備

投資の見込／平成24年度助成事業／寄付の受け入れ及び新設基金の設置／資産運用

状況について報告 

 

（３）選考委員会・審査部会 

   第1回選考委員会 

     日 時 2011年9月22日 16：00～17：00 

     場 所 大阪商工会議所501号会議室 

      ・任期満了に伴う選考委員長を選任 

      ・選考委員の担当分野を決定 

      ・平成24年度助成金等の支給に関する方針及び方法を決定 

   環境助成審査部会 

     日 時 2012年2月3日 15：00～17：00 

     場 所 大阪商工会議所403号会議室 
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      ・2012年度助成における環境の保護保全分野への申請書を審議し、選考委員会へ上程

する採択案を決定 

   第2回選考委員会 

     日 時 2012年2月16日 10：30～12：30 

     場 所 大阪商工会議所501号会議室 

      ・2012年度助成申請書を審議し、理事会へ上程する採択案を決定 

 

（４）監査 

   会計監査人による外部監査 

     2011年5月16日（於：当財団事務所） 

   監事による監査 

     2011年5月19日（於：大阪商工会議所403号会議室） 

 

８．その他報告事項 

（１）登記事項 

    2011年4月1日 理事変更登記 

    2011年7月6日 代表理事、理事重任登記 

（２）届出事項 

   内閣総理大臣あてに、次の書類を電子申請により提出した。 

    2011年4月13日 変更届（理事）の提出 

    2011年6月14日 平成22年度事業報告等の提出 

    2012年3月26日 平成24年度事業計画書等の提出 

（３）税額控除申請 

   2011 年 6 月 30 日から、一定条件を満たした公益法人に対して、個人の寄付の税額控除制

度が創設されたのに伴い、内閣府に対して7月４日にその要件を満たしていることを証明する申

請書を電子申請した。その結果、7月11日付けで、税額控除に係る証明書を受領した。 

 

９．賛助会員 

大阪コミュニティ財団の運営は、財団の趣旨・目的に賛同しご協力頂いている賛助会員の皆様のご

好意に支えられている。 

平成24年３月３１日現在  会員数 法人会員４２、個人会員1０ 

 

法人・団体                           ＜五十音順・敬称略＞ 

有限責任あずさ監査法人 有光工業株式会社 稲畑産業株式会社 

井上特殊鋼株式会社 株式会社インターグループ   近江産業株式会社 

株式会社大阪証券取引所 大阪ガス株式会社 一般社団法人大阪銀行協会 

財団法人大阪産業振興機構 大阪信用金庫 株式会社大西 

株式会社川本倉庫 がんこフードサービス株式会社  関西電力株式会社 

近畿日本鉄道株式会社      近畿税理士会 株式会社クボタ 

京阪電気鉄道株式会社  公益財団法人公益法人協会    コスモ警備保障株式会社 

サラヤ株式会社    ｻﾝﾄﾘｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社     三和実業株式会社 

株式会社シェル石油大阪発売所 シャープ株式会社 白山殖産株式会社 
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大同生命保険株式会社 大和ハウス工業株式会社 タカラベルモント株式会社 

株式会社竹中工務店 辰野株式会社 東果大阪株式会社 

日本銀行大阪支店 日本生命保険相互会社      株式会社日本セーラ 

阪急電鉄株式会社 阪和興業株式会社 フェザー株式会社 

株式会社三井住友銀行 株式会社三菱東京UFJ銀行    株式会社りそな銀行  

個人 

大野 隆夫 奥平 曻郎 佐々木健二 清水 義昭 杉山 純久 

藤本 久幸 堀川 浩介 松室六兵衛 山口 淑子 渡部 澄子 

 

以 上 
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