
平成26年度かわさき市民公益活動助成金交付団体一覧（スタートアップ助成）

（単位；円）

団体名 代表者氏名 事業名称 交付額 事業額 領域

あらら企画 成澤布美子 音楽でむすぶ地域と親子の絆コンサート 100,000 ¥137,000 6

ひまわり体操クラブ 松澤みどり 障害児放課後活動支援事業 100,000 ¥285,000 13

NPO法人性同一性障害支援機構 中山貴将
性同一性障害者及び家族・パートナー支援の電話/メール相談開設
事業

100,000 ¥123,550 1

パソコンサポートまうすなび 西本竜子 再就職を希望する女性のためのパソコン講座の開催 100,000 ¥568,800 12

からふる！ 田中龍平 かわさき折り紙ワークショップ 100,000 ¥100,000 2

ふれあいサポートセンター 加藤功 身体障害者に体操と空手を教える 100,000 ¥137,600 6

むじなが寺子屋 岡部遼太 地域の大学生による小中学生サポートプログラム 100,000 ¥106,300 13

THEアートプロジェクト多文化読み聞かせ隊 三沢範子 手と手をつないで、つながろう！ 100,000 ¥100,000 13

助産師が運営するコミュニティサロンしゃべり場 鈴木寄里枝 子育てに役立つミニミニ教室 100,000 ¥170,000 1

地元を楽しむを仕事にするプロジェクト 中田真由美 地元を楽しむを仕事にするプロジェクト（じもたん） 100,000 ¥134,000 3

交付団体　10団体 ¥1,000,000 ¥0



平成26年度かわさき市民公益活動助成金交付団体一覧（ステップアップ助成30）

（単位；円）

団体名 代表者氏名 事業名称 交付額 事業額 領域

かわさき市民後見をすすめる会 倉田宏
認知症サポーター養成と成年後見制度の普及・支援・相談活動及び
市民後見人の役割の啓発

300,000 ¥420,000 3

地下水環境クリニック 青柳計太郎 地下水汚染の未然防止のための施設点検・管理マニュアルの整備 194,000 ¥243,385 7

NPO法人環境研究会かわさき 井上俊明 川崎の公害・環境のアーカイブス（大気編）の冊子作成と情報発信 280,000 ¥351,000 7

聴覚障害児の教育と未来を考える会 内野るり子
第4回｢つながろう!!　川崎のきこえない・きこえにくい子ども達の為に｣
-教育と未来を考える-

300,000 ¥376,500 13

プレイセンターかんがるー 勝部由紀子 子育てに関する学習会・まなびあい事業 300,000 ¥375,000 13

親子日本語サロン 濱田かおる 親子で学ぶ日本語サロンの会 90,440 ¥113,050 11

多文化クラブとまと 田原明子 外国につながるルーツを持つ子どもの音読教室 250,000 ¥327,135 13

かわさきJプロジェクト+ 橋本尚子 Jカフェ＋（プラス）～WEB上での自助具工房～ 300,000 ¥610,000 1

まちなかビジネス発信所 村瀬成人 まちなかビジネスセミナー＠川崎「コーヒーブレイクセミナー」 300,000 ¥446,000 3

交付団体　9団体 ¥2,314,440 ¥0



平成26年度かわさき市民公益活動助成金交付団体一覧（ステップアップ助成100・200）

（単位；円）

団体名 代表者氏名 事業名称 交付額 事業額 領域

多摩サポーターズ 駒形行信 多摩区在住高齢者宅庭木、雑草の刈取り清掃 80,000 ¥104,000 7

長尾台コミュニティ交通導入推進協議会 児井正臣 長尾台コミュニティ交通導入推進事業 165,000 ¥206,900 3

傾聴ボランティアネットワーク川崎 荒井正治 傾聴ボランティア養成講座 208,624 ¥260,780 1

南平ふれあいルーム運営委員会 斎川渡 高齢者見守り活動 150,000 ¥206,000 1

みんなの福祉ネット 栗田正見 みんなの福祉ネット交流事業 180,000 ¥240,000 1

子どもの未来をひらく川崎の会 船津　了 子どもの未来をひらく川崎集会 320,000 ¥480,000 13

NPO法人まめな人生 有北いくこ 子育て孫育てネットワークづくり講座 1,000,000 ¥1,323,600 3

NPO法人ファンズアスリートクラブ 井上秀憲 自転車交通安全を頭と体で理解してもらうための教室事業 500,000 ¥667,700 6

NPO法人小杉駅周辺エリアマネジメント 安藤均 子育て交流サロン　パパママパークこすぎ 572,928 ¥716,160 3

NPO法人かわさき創造プロジェクト 大下勝巳 川崎シニアポータル「かわぽ」の運営（シニアコミュニティー広場） 900,000 ¥1,176,604 14

川崎の産業観光を支援する会 大矢一彦 川崎の社会科体験型見学会 206,300 ¥260,300 16

朗読ボランティアグループひいらぎ 岡本暢子 デジタル化に対応するデイジーCDの普及促進 52,000 ¥65,000 1

腹話術の会★きずな 城谷護 腹話術による福祉、教育、医療支援 473,900 ¥733,900 6

川崎・多摩美の山トラストの会 岡村克彦 多摩美の山の緑を保全するための自然観察会・学習会活動 150,000 ¥230,000 7

かわさき市民共同おひさまプロジェクト 岩本孝子 川崎市民参加型再生可能エネルギー事業促進化の調査事業 800,000 ¥1,000,000 7

さいわい加瀬山の会 成川七郎 夢見ヶ崎公園植栽の整備 1,000,000 ¥1,250,000 7



団体名 代表者氏名 事業名称 交付額 事業額 領域

NPO法人川崎フューチャー・ネットワーク 三枝信子 川崎の過去を学んで未来をつくる「川崎公害映画上映会」 64,120 ¥80,150 7

高津養護学校おやじの会 北村奨
知りたい！つながりたい！知的障がい児（者）の親父たちのための学
習・連携支援

328,488 ¥410,610 1

登戸研究所保存の会 森田忠正 小中学生向け小冊子『登戸研究所ってどんなとこ』の発行と普及 960,000 ¥1,200,080 10

川崎中原の空襲・戦災を記録する会 中島邦雄 「川崎中原の空襲の記録」を伝えるＰＡＲＴⅡ 330,000 ¥416,700 10

かわさきかえるプロジェクト 伊中悦子 使用済みてんぷら油回収とそれを活用した資源循環プロジェクト 328,939 ¥411,174 7

NPO法人環境紙芝居エコ座 二見義雄 環境紙芝居エコ座（紙芝居と歌による環境保全啓発活動事業） 240,000 ¥300,000 7

二ヶ領用水ウォッチング･フォーラム（NWF） 阪口拓造 子どもや地域住民といっしょに二ヶ領用水を楽しむ！！ 441,600 ¥552,000 7

ひととゆめのネットワーク 濱田國夫 『科学大好き青少年』を育成する科学教育の普及・啓発活動 300,000 ¥375,900 13

かわさき助産師ネットワークSun2 野村香緒理 かわさきオッパイまっぷ 76,800 ¥96,100 1

NPO法人ウィメンズハウス・花みずき 遠藤久江 家をなくした女性と子ども達の為の「福祉居宅」 820,000 ¥1,033,800 10

交付団体（26団体） ¥10,648,699

【領域】　①保健･医療･福祉　②社会教育　③まちづくり　④観光振興　⑤農山漁村、中山間地域の振興　⑥文化･芸術･スポーツ　⑦環境保全　⑧災害救援　⑨地域安全
⑩人権擁護･平和　⑪国際協力　⑫男女共同参画社会の形成　⑬子どもの健全育成　⑭情報化社会の発展　⑮科学技術振興　⑯経済活動活性化　⑰職業能力開発･雇
用機会拡充　⑱消費者保護　⑲前各号の活動への助言･援助


