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ご挨拶

拝啓
陽春の候、皆さまにおかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素より「益城町まち

づくり活動支援センター（まちサポ）」をご利用いただき、心より感謝申し上げます。
さて、この度、令和4年度も「まちサポ」の運営を、弊社熊本シティエフエムが受託する事となりました。

昨年度の1年間、皆さまのご支援ご指導を賜り運営できましたことに、心より御礼申し上げます。これまで以
上に地域活動の場としてご利用いただけますよう、精進して参ります。
今後とも、お気づきの点やご不明な点がございましたら、お気軽にお声がけいただき、ご指導いただけま

すようお願い申し上げます。
敬具

業務受託管理者 株式会社熊本シティエフエム
益城町まちづくり活動支援センター

スタッフ一同

益城が拠点の活動を紹介①

益城町商工会青年部主催『ましき桜マルシェ』
にお邪魔しました。

3月20日（日）、益城町総合体育館駐車場にて、益城町商工会主催の新イベント『ましき桜
マルシェ』が開催されました。益城町を中心に町外からの出店もあり、モルックやスケートボー
ドの体験も行われました。会場周辺の桜の花も少しずつ咲き始め、春を感じながら子どもから
大人まで楽しめるイベントとなっていました🌸

町の高森線四車線化と、復興整備
事業の進捗状況を知ることができる
パネル展示。昨年オープンしたコ
ワーキングスペース等のリーフレット
も設置されていました。

そよかぜ福祉作業所

ハンドメイド雑貨の販売

益城ブース

人気上昇中の『モルッ
ク』の体験では長蛇の
列ができていました！
参加者には豪華景品が
当たる抽選もあり、体験
した子どもたちからは、
「楽しかった！またやり
たい！」との感想も♪

ボードとヘルメットの貸
出あり！道具がなくても
大丈夫！インストラクター
常駐で、未経験者でも安
心して気軽に体験できま
す。様々なセクション（ス
ケートボードで使用され
るジャンプ台等の道具）も
設置されていました。

阿蘇熊本空港ホテル
エミナース

モルック スケートボード

障がいのある方々の就労支援をしている
『そよかぜ福祉作業所』。パンやヘアゴム
等が販売されていました。パンの成分表
貼り等は利用者の方がされています★

『家庭で作った雑貨を活かすた
め、イベント等で出店していこ
う！』と集まったみなさん。この
日が初出店とのこと！

SNS映え間違いなし！『エミナース
農園』で採れたイチゴを使った手
作り缶ケーキの販売。普段はエミ
ナースで土曜日と日曜日の正午
から販売されています。



2月20日（日）、惣領町内会まちづくり協議会の方による、花苗のプ
ランターを道路沿いに飾る活動に、参加させていただきました。午
前9時に集合、楠田区長の挨拶の後、助成金で購入した20個のプ
ランターに土を入れ、デイジーやひなげし等色とりどりの花を植えて
完成です。
プランターは、惣領のセブンイ
レブン近くの道路沿いに飾られて
います。次は惣領神社の予定だ
そうです。
楠田区長は、どんどんプランタ
ーを置いて、街中を緑豊かな地
区にしたいと話されていました。
近くを通られたら、眺めてみて
はいかがでしょうか。

惣領地区花苗植え

フォーストリングス

まちサポの登録団体を紹介

にお邪魔しました。

益城が拠点の活動を紹介②

はぴねす

ましきクリニック
耳鼻咽喉科

🚥

🚥
惣領神社

セブンイレブン
ココ！
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毎週木曜日の午後7時から、まちサポでウクレレの練習をされている「フォーストリングス」の皆さんにお話しを伺
いました。代表の森崎さんが、公民館講座第一期生で終了した後、もっとやりたいという二期生、三期生の方達と会を
作られました。練習の成果は、老人ホームやイベント等でも披露されています。この日は「チャコの海岸物語」「学生
街の喫茶店」「Ｍ」の練習をされていました。
「ウクレレは、ギターより弦が軟らかくて4本なので、年配の方やお子様でも弾きやすいですよ」と森崎さんが話さ

れていました。興味のある方はぜひお知らせください。

フォーストリングスの意味は？

⇒ ウクレレの4本の弦と、演
奏・音色という意味のストリン
グスを合わせて「フォーストリ
ングス」と名づけられました。

助成金情報① 益城町『まちづくり活動団体支援助成金』

益城町では、今年度も新たな公共の担い手である「まちづくり活動団体」の活動しやすい環境づくり
の一環として、「まちづくり活動団体支援助成金」事業の受付が開始されます。

【書類の提出先】益城町役場 企画財政課 復興企画係 益城町木山594番地 電話 096（286）3223

【申請団体の条件】以下の要件をすべて満たす団体
1.まちづくりを主たる目的とし、主に町内で自主的かつ公益的な活動
を行う団体

2.町内に活動拠点があり、5人以上で構成され、構成員のうち町内に
住所がある者が過半数以上いる団体

3.まちづくり活動支援センター（まちサポ）に登録されている団体
4.住所が町内にあり、町税の滞納がない方が代表を務めている団体
5.定款、規約、規則等の組織の運営に関する定めを有している団体
6.会計処理が出来る団体
7.構成員から会費等を徴収して活動している団体
8.本助成金の透明性確保及び活動周知のため、活動内容等の公表に賛
同できる団体

9.本助成金の交付の有無にかかわらず、活動を継続できる団体
10.他の公的助成金等を受けていない団体
11.未成年のみで構成されていない団体
12.営利活動、政治活動及び宗教活動を目的としていない団体
13.暴力団や法律に基づき規制を受けている団体とかかわりがない団体

【助成対象事業】
1.健康、福祉、医療の増進を図る事業
2.子どもの健全な育成を図る事業
3.学術、文化、芸術、スポーツの振興を図る

事業
4.観光、レクリエーションの振興を図る事業
5.地域づくりの推進を図る事業
6.国際交流、地域間交流の推進に係る事業
7.町特産品の開発等の推進に係る事業
8.平成28年熊本地震の記憶の継承に係る事業
9.その他まちづくり活動に寄与すると認めら
れる事業

【助成金額】
助成金の額は、対象となる経費の合計額10分の10以内で、上限２０万円。町民の皆様からいただいた貴重な税金を使っ
て助成しますので、対象となる経費については制限を設けています。

【事業対象期間】
令和４年度（２０２２年度）の１年間

【申請期間】
令和４年４月１日（金）～４月２８日（木）

にお邪魔しました。
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助成金情報② 民間企業で募集している助成金情報をご紹介します。
詳細は電話かHPで確認してください。

公益財団法人みずほ教育福祉財団
老後を豊かにするボランティア活動資金助成事業

高齢者を主な対象として活動するボランティアグ
ループおよび地域共生社会の実現につながる活動を
行っている高齢者中心のボランティアグループに対
し、活動において継続的に使用する用具・機器類の
取得資金を助成します。

(1)高齢者を対象とした生活支援サービス
(2)高齢者による、地域共生社会の実現につながる
活動
(3)高齢者と他世代との交流を図る活動
(4)レクリエーションを通じて高齢者の生活を豊か
にする活動

【活動内容】

【助成金額】 1グループ10万円を限度

【締切】令和4年5月20日(金)必着

http://www.mizuho-ewf.or.jp/

【問合せ】
公益財団法人 みずほ教育福祉財団 福祉事業部
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-1
TEL 03-5288-5903 FAX 03-5288-3132

子どもゆめ基金

国と民間が協力して子どもの体験・読書活動などを
応援し、子どもの健全育成の手助けをする基金です。

【趣旨】

【対象】
(1)公益社団法人、公益財団法人又は一般社団法人、
一般財団法人
(2)特定非営利活動法人
(3)上記(1)(2)以外の法人格を有する団体（次に掲
げる団体を除く。）
(4)法人格を有しないが、活動を実施するための体
制が整っていると認められる団体

【締切】
①郵送
令和4年5月1日（日）～6月14日（火）消印締切

②電子申請
令和4年5月1日（日）～6月28日（火）17時締切

【問合せ】
国立青少年教育振興機構 子どもゆめ基金部助成課
〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町3-1
https://yumekikin.niye.go.jp/

ニッセイ財団 高齢社会助成

｢共に生きる地域コミュニティづくり｣を基本テーマ
に高齢社会助成｢地域福祉チャレンジ活動助成｣が実
施されます。

【趣旨】

【助成内容】
（1）地域での継続的自立生活を支えるシステム
（地域包括ケアシステム）展開等につながる動
を行うNPO法人等の団体。

（2）地域包括ケアシステムの展開、そして深化に
つながる5つのテーマのいずれかに該当する活動

【助成金額】

2022年10月から2年間、最大400万円

【締切】 令和4年年5月6日(金)

【問合せ】
ニッセイ財団 高齢社会助成 事務局
〒541-0042 大阪市中央区今橋3-1-7

日本生命今橋ビル4F
TEL 06-6204-4013 FAX 06-6204-0120

http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp

公益信託富士フィルム・グリーンファンド

【趣旨】
自然保護をテーマとした公益信託として、活動及
び研究に助成を行います。

【助成資格】
（1）活動助成は、身近な自然の保全や、自然と触
れ合いを積極的に行っていること。
（2）研究助成は、身近な自然環境の保全・活用の
促進に関する具体的研究や、ふれあいの場として
の緑地の質的向上を目指した実証研究等を行って
いること。

【助成金額】
8件程度、総額850万円を予定

【締切】

【問合せ】

一般財団法人自然環境研究センター
事務局 公益信託基金担当

〒130-8606 東京都墨田区江東橋3丁目3番7号
TEL 03-6659-6310 FAX 03-6659-6320

http://www.jwrc.or.jp/service/shintaku/

令和4年5月31日（火）
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【趣旨】

http://www.mizuho-ewf.or.jp/
http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/


益城町まちづくり活動支援センター まちサポ
〒861-2242  熊本県上益城郡益城町木山236
（益城町交流情報センター・ミナテラス内）

開館時間／午前9時～午後10時（午後6時以降の利用がない場合は6時まで） 窓口受付時間／午前9時～午後6時
休館日／月曜日（月曜が祝日の場合はその翌日）・年末年始 業務受託管理者／株式会社 熊本シティエフエム

情報提供お待ちしています！

まちサポでは皆様からの様々な情報を募集しています。

●団体の活動情報・イベント情報

●会員募集

●みんなに広めたい益城町の良いところ・・・など

まちサポ通信に載せてほしい！と思う情報がありましたら、お気軽にまちサポまで☆★

☎ たくさんの情報お待ちしております！☎

登録情報の確認・更新のお願い
団体・個人の登録情報に変更がありましたら、窓口にて登録変更の届
出をお願いいたします。
●名称 ●代表者氏名 ●連絡者氏名 ●事務所住所
●連絡先（電話番号、FAX、携帯番号、メールアドレス） ●組織形態

施設の利用について
【印刷機】無料 1原稿20枚以上
※用紙は利用者様持込み。登録団体活動上使用する印刷のみ。
【コピー機】モノクロ：10円／枚 カラー：30円／枚
【ロッカー】6カ月につき600円
※使用期間が6カ月未満の場合は、6カ月に切上げ。お支払いはミ
ナテラス窓口まで。

新型コロナウイルス感染拡大防止へのご協力のお願い
利用者の皆様にはご不便をおかけしますが、下記の利用条件等を守りご利用いただきますようお願いいたします。
・マスクの着用、咳エチケット、手指の消毒、手洗いなど。

・ご利用の人数は９人以下、利用者全員の連絡先の把握。
・三密（密閉、密集、密接）を避け、可能な限り短時間での利用。

まちサポでは登録団体が作成したＣＤやＤＶＤを無料配布しています！
ご希望の方は、お気軽にまちサポ窓口までお声掛けください☆★

【写真左】 ましきパーキンソン等難病友の会

【写真右】 みゆき＆オートルズ

『益城ふれあい音頭』
・益城ふれあい音頭
・仙酔峡の想い出

『PK 患者のための体操物語』
・第一章「目覚めよ からだ」
・休憩～深呼吸～
・第二章「自分との対話」

フェイスブックLINE

まちサポ通信を設置していただける店舗を募集しています！ご希望の方はまちサポまで！

生放送番組『校区のチカラ』内
まちサポコーナー

『ラジオでまちサポ通信』

まちサポの登録団体情報や益城が拠
点の活動情報をお届けします！

毎月 第1金曜日 13時～

ラジオ放送情報

聴取方法

FM79.1MHzまたは

https://fm791.jp/にアクセス
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電話
ＦＡＸ
メール


