
平成21年かわさき市民公益活動助成金　公開プレゼンテーション
当日タイムスケジュール　【ステップアップ助成Ａ、Ｂ（第2グループ）】

NO. 団体名 代表者氏名 事業名称 申請額 ﾒﾆｭｰ 領域

1
神奈川盲ろう者ゆりの会川崎
コミュニケーション対策部

陶山幸一
神奈川盲ろう者ゆりの会川崎コミュニケーション学
習会

270,000 ステップA 1

2 すずの会 鈴木恵子 要援護者とその家族も参加できる居場所作り 1,400,000 ステップB 1

3
特定非営利活動法人ウィメン
ズハウス・花みずき

遠藤久江 「女性に寄り添う相談室ライラック」の設立 952,000 ステップA 1

4 (特）高齢者生活支援センター 清水進治 高齢者自立生活相談支援活動事業 400,000 ステップA 1

5 元気な高津をつくる会 田邊弘子 健康づくり協力店の普及拡大 301,312 ステップA 1

6 身体障害者等施設慰問団 岩瀬昭吉 身体障害者等施設慰問事業 606,100 ステップA 1

7 NPO法人 福祉振興会 矢野智之 認知症予防 地域連携指導者研修 120,000 ステップA 1

8
ＮＰＯ法人秋桜舎コスモスの
家

渡辺ひろみ 三田ふれあいセンターコスモスの家 600,000 ステップA 1

9 とあの会 佐藤元子 老人施設巡回慰問ボランティア 560,000 ステップA 1

10 わたぼうし 倉方真紀子 気持ちのいいコミュニケーションで私らしく生きる 180,500 ステップA 2

11
森とせせらぎネットワーク（祭
り実行委員会）

平井資嘉寿

「江川せせらぎ遊歩道」と周辺の里山の《維持管理
活動》と《文化的活動》を通じて”子どもたちのふるさ
と”となる地域造り（一つの中核事業として「第3回森
とせせらぎ祭り」の実施）

600,000 ステップA 3

12 月見台まちづくり委員会 池野廣 月見台防災まちづくりマニュアル実践普及事業 160,000 ステップA 3

13 ジェイミーのコンサート 竹内啓介
第8回ジェイミーのコンサート　小川典子・田部京子
ピアノデュオコンサート

348,160 ステップA 4

休憩（6分）

質疑応答（30分）

★Eグループ　集合12:55　開始13:15　終了16:00

第1日目　5月23日（土）



平成21年かわさき市民公益活動助成金　公開プレゼンテーション
当日タイムスケジュール　【ステップアップ助成Ａ、Ｂ（第2グループ）】

NO. 団体名 代表者氏名 事業名称 申請額 ﾒﾆｭｰ 領域

14 (財）現代人形劇センター 森元勝人
こどものための乙女文楽プロジェクト～〈学校レク
チャーデモンストレーション〉と〈夏休み乙女文楽教
室〉～

847,210 ステップA 4

15
特定非営利活動法人　さえ
の会

笹子まさえ 第2回オペラ公演　オペレッタ「こうもり」 2,000,000 ステップB 4

16 音の教室カリヨン 平松あずさ カリヨン　うたがいっぱいコンサート 1,000,000 ステップA 4

17 おと絵がたり 加藤妙子 「おと絵がたりで地域がつながる」事業 137,264 ステップA 4

18
多摩川野焼き土器つくり運営
委員会

川鰭寿文 多摩川野焼き土器つくり大会 182,000 ステップA 4

19 マリー・ビアンカ 長島麻里子
音楽を通して日本とオーストリアとの親善を図るた
めの演奏、交流事業

971,880 ステップA 4

20 ブックサークルおはなしもり 栗原厚子 本の読み聞かせ・朗読 160,000 ステップA 4

21 水沢森人の会 水野憲一 水沢の森・里山づくり 796,000 ステップA 5

22
川崎・ごみを考える市民連絡
会

飯田和子 家庭の生ごみ堆肥化 305,360 ステップA 5

23
NPO法人かわさき自然と共
生の会

林徳 岡上梨子ノ木緑地保全・圃場整備 466,217 ステップA 5

24 あさお生きごみ隊 山崎優
生ごみリサイクル活動～生ごみを堆肥化し、農業に
生かす

50,500 ステップA 5

NO. 団体名 代表者氏名 事業名称 申請額 ﾒﾆｭｰ 領域

25 はるひ野里山学校 原栄一
はるひ野開発における動植物の変遷と開発後の現
状についての調査事業

50,000 ステップA 5

26 EM普及活動研究会 吉田賢治 ＥＭによる等々力公園の池の浄化 150,000 ステップA 5

27 五ヶ村堀を美しくする会 佐藤智樹
五ヶ村堀の環境保全に努め、五ヶ村堀を"鯉の里”
にする

300,000 ステップA 5

28
復興ボランティアタスクフォー
ス

高田昭彦 災害ボランティア自主勉強会、及び訓練 400,000 ステップA 6

29
かわさきくコミュニケーション・
ボランティア

豊田洋次 外国人市民の無料健康診断と防災フェア 1,000,000 ステップA 8

30
日本ベトナム友好協会川崎
支部

宮原春夫 絵本「自転車　銀太の旅」第2版の制作 523,000 ステップA 9

31
私設ゆりがおか児童図書館
ゆりの子会

米倉由布子
私設ゆりがおか図書館ゆりの子会キラリ・プロジェ
クト

500,000 ステップA 11

32 わらべうた音楽教育研究会 加藤喜代美 わらべうた夏研修2009 589,800 ステップA 11

33 育成市民大学 黒川則彦 育成市民大学・囲碁、将棋講座 713,400 ステップA 11

34
川崎パソコンサポートボラン
ティア

梅垣正宏 障害者のITC利用に対するサポートの増員事業 523,000 ステップA 12

休憩（6分）

質疑応答（30分）

休憩（6分）

質疑応答（30分）

休憩（6分）

質疑応答（30分）

★Gグループ　集合12：50　開始13：10　終了15：40

休憩（6分）

質疑応答（30分）

★Fグループ　集合9：10　開始9：30　終了12：00

第2日目　5月24日（日）


