
申請№ 団体名 代表者氏名 事業名称 領域 発表時間

1-4 ダンスラボラトリー 園部由美 出張ダンスワークショップ 1  9：50～ 9：55

1-8 エーデルYS.com 池田由香利
介護されない為の音楽のある
暮らし

1  9：55～10：00

1-10 women's body labo 山崎愛美
女性のからだを守る産後ケア
のための啓蒙活動

1 10：00～10：05

1-11 一般社団法人さきほ 市川壮一
障がい児に対する読み聞か
せ図書整備事業

1 10：05～10：10

1-13 NPO法人コアラ かわさき 茂木博至
高齢者や障害者及び病弱者
向け外出支援プロジェクト

1 10：10～10：15

1-14 子育てママ支援 warm place 塚原敦子
ママイベント企画開催スタート
講座

1 10：15～10：20

1-15 アミガサ事件100年の会 織戸一郎
多摩川築堤・アミガサ事件広
報活動

2 10：55～11：00

1-2 三田サポートわなり 塩沢和美
地域で活躍！生き生きスキル
アップ講座

3 11：00～11：05

1-6
犬と猫と人間のよりよい地域
づくりプロジェクト

中島まり子
犬と猫と人間のよりよい地域
づくり

3 11：05～11：10

1-1 ラ・メール 大竹祐子
ヴォーカル・アンサンブルによ
るコンサート事業

6 11：10～11：15

1-3 無縁塚保存の会 石渡稔也 無縁塚保存 6 11：15～11：20

1-5
NPO法人Vocalise総合芸術振
興協会

清水由香
呼吸法や音楽療法を用いた
健康教室『For the Healthy』及
び健康音楽会

6 11：20～11：25

1-9 川崎楽笑クラブ 山田家伸 楽笑うたごえサロン 6 13：05～13：10

1-12 活き生きクラブ 菰田浩
シニアの交流とITスキル向上
を目的としたスマートフォン/タ
ブレット講座

14 13：10～13：15

1-7
かながわ地産地消プロジェク
ト goo-bit（ぐびっと）

鈴木啓二朗
かながわの日本酒、クラフト
ビール、農産物の地産地消推
進プロジェクト

16 13：15～13：20

2-5 かわさきJプロジェクト+ 橋本尚子
JカフェとWeb上自助具工房の
推進

1 13：20～13：25

2-2 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」

3 13：25～13：30

2-7 からふる！ 田中龍平 かわさき折り紙ワークショップ 3 14：05～14：10

2-1
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
ブズ（自動車対策編）の冊子
作成と情報発信

7 14：10～14：15

2-6 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

12 14：15～14：20

2-4 じもたん 中田真由美 じもたんkids 13 14：20～14：25

2-8 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

13 14：25～14：30

平成27年度かわさき市民公益活動助成金公開プレゼンテーション
タイムテーブル（スタートアップ助成、ステップアップ助成30）
【日時】4月19日（日）9時45分～15時05分
【会場】かわさき市民活動センター　フリースペース

質疑応答（30分）、休憩（5分）

質疑応答（30分）、講評（5分）

グループA
集合時間　9：35
開始時間　9：45
終了時間 12：00

グループB
集合時間　12：50
開始時間　13：00
終了時間　15：05

質疑応答（30分）、休憩（5分）

質疑応答（30分）、講評（5分）



申請№ 団体名 代表者氏名 事業名称 領域 発表時間

3-12 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 1  9：50～ 9：55

3-13 NPO法人福祉振興会 矢野邦一 訪問そば打ち事業 1  9：55～10：00

3-2
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

1 10：00～10：05

3-9
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 しゃべり場ミニミニ教室 1 10：05～10：10

3-11 川崎ハーモニカ協会 町田明夫
第15回川崎ハーモニカ音楽
祭

6 10：10～10：15

3-5 NPO法人JAEA（ジャイア） 石津猛
アナフィラキシー・ショックから
子どもの命を護る緊急対応法
の講習事業

8 10：50～10：55

3-3 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

11 10：55～11：00

3-4
チーム　ピース　チャレン
ジャー

中山寛子
アジアと市民を繋ぐ平和交流
事業

11 11：00～11：05

3-10
THE アート・プロジェクト多文
化読み聞かせ隊

三沢範子
絵本を通して世界を見よう！
～世界のこと・ひと・日本でお
きた大地震～

13 11：05～11：10

4-1
NPO法人ワーカーズ・コレク
ティブ キャンディ

上田祐子
学童保育（子どもの居場所お
よび学習支援活動）

13 11：10～11：15

3-14
朗読ボランティアグループひ
いらぎ

夏木昌子
デジタル化に対応するデイ
ジーCDの普及促進

1 13：05～13：10

3-20 （一社）ファースト・ステップ 高橋実生
「フードバンクかわさき」運営
事業

1 13：10～13：15

3-29 高津養護学校おやじの会 新海健
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

1 13：15～13：20

3-31 （社福）川崎いのちの電話 金子圭賢
相談員募集のための公開講
座と相談員募集要項の作成

1 13：20～13：25

3-15
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 3 13：25～13：30

3-27
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

3 14：05～14：10

3-32 NPO法人まめな人生 有北郁子
子育て孫育てネットワークづく
り講座

3 14：10～14：15

3-16
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 4 14：15～14：20

3-24 NPO法人リール 菊池明美
「かわさき寄席・若手落語家
選手権」の開催により充実し
た文化・芸術を提供する事業

6 14：20～14：25

3-30 （公財）現代人形劇センター
塚田千恵
美

大人のための乙女文楽体験
ワークショップ（＋親子体験）

6 14：25～14：30

質疑応答（30分）、講評（5分）

平成27年度かわさき市民公益活動助成金公開プレゼンテーション
タイムテーブル（ステップアップ助成100・200）
【日時】4月18日（土）9時45分～15時05分
【会場】かわさき市民活動センター　会議室

質疑応答（30分）、講評（5分）

グループB
集合時間　12：50
開始時間　13：00
終了時間　15：05

質疑応答（30分）、休憩（5分）

グループA
集合時間　9：35
開始時間　9：45
終了時間 11：50

質疑応答（30分）、休憩（5分）



申請№ 団体名 代表者氏名 事業名称 領域 発表時間

3-19
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

6 13：05～13：10

3-18
持続可能な地域交通を考え
る会

井坂洋士
自転車の安全な利用促進事
業

7 13：10～13：15

3-25 NPO法人環境紙芝居エコ座 二見義雄
紙芝居と歌による環境保全啓
発活動事業

7 13：15～13：20

3-28
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」

7 13：20～13：25

3-22
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ＰＡＲＴⅢ

10 14：00～14：05

3-21
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

13 14：05～14：10

3-23
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）

14 14：10～14：15

3-17
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

7 14：15～14：20

【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

質疑応答（30分）、休憩（5分）

質疑応答（30分）、講評（5分）

グループC
集合時間　12：50
開始時間　13：00
終了時間　14：55

平成27年度かわさき市民公益活動助成金公開プレゼンテーション
タイムテーブル（ステップアップ助成100・200）
【日時】4月19日（日）13時～14時55分
【会場】かわさき市民活動センター　会議室


