
河村財団助成事業 

青少年育成活動を支援します 
令和３年２月 

（公財）河村芳邦記念青少年育成財団 

 

公益財団法人河村芳邦記念青少年育成財団（略称 河村財団・理事長河村朋邦）は、山口

県内の青少年の健全育成を図るため、山口県内の団体が実施する諸活動を支援することを

目的として、元財団法人防長青年館理事長、元ペルー共和国名誉領事の故河村芳邦氏が平成

６年に財団法人として設立。平成２４年４月１日に公益財団法人に移行しました。 

令和３年度（２０２１年度）助成金は、次の要領で募集します。詳細は、当財団のホーム

ページで、助成金交付規程及び令和３年度助成金募集要領をご覧ください。 

 

記 

１ 助成の趣旨 

 山口県内の青少年の健全育成を図るため、山口県内の団体が山口県内で実施する青少

年健全育成事業に対し、事業費の一部を助成します。 
 

２ 対象事業 

 令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの間に実施する各種活動（屋内、屋外を問

わない。）。毎月定期的に実施するような通年事業を含みます。ただし、次の事業は対象にな

りません。 

① 営利を目的とする事業、営利法人が行う事業 

② 特定の宗教活動、政治活動又は商業活動の宣伝を意図する事業 

③ 職域内又はグループ内を対象とする事業（親睦のための行事など） 

 

３ 助成対象経費 

科  目 内         容 

報償費（謝金） 講師・指導者・司会者等（以下「講師等」という。）への謝金 

旅費交通費 講師等の交通費・宿泊費 

備品費 活動に必要な楽器、映像機器、事務机・椅子、パソコン、工具等 

消耗品費 看板製作費、文房具、パネル等 

印刷製本費 資料、プログラム等印刷、コピー、写真プリント代等 

通信運搬費 電話代、ファックス代、切手・ハガキ代、宅配メール便等 

光熱水費 水道代、電気代、燃料代等 

使用料 会場設営費、会場使用料、リース料、レンタル料 

保険料 損害保険等 

 

４ 助成金額 
 予算の範囲内で１事業につき上限１０万円とします。 

 

５ 応募期間 

令和３年２月１日～４月３０日 

追加募集する場合は、ホームページ等でお知らせします。 



６ 申請回数 

  公益法人の助成事業は、不特定多数の者の利益の増進に資することを基本としてい 

る観点から、同一内容の事業の申請は、原則として３回（３年度）までとします。 

 

７ 資料請求・問合わせ先 

 当財団のホームページで２月から申請書式等をダウンロードできます。 

 常勤職員不在のため、資料請求、お問い合わせは下記にご連絡ください。 

 

  河村財団常務理事兼事務局長 湯田克治（ゆだ・かつじ） 

   〒753-0818 山口市吉敷上東 1-5-1 

   E-mail k-yuda@c-able.ne.jp       

Tel/Fax 083-928-1411  090-9061-6177 

 

 

 

河村財団 〒753-0064    山口市神田町 1-80  

防長青年館内 

     ホームページ  http://kawamurazaidan.com/ 
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最近３年間の助成金交付決定団体 

１ 令和２年度 

 団  体  名 事  業  名 所 在 地 

1 北中山こども神楽 北中山子ども神楽伝承活動及び公演活動 岩国市 

2 特例認定NPO法人とりで 社会的養育の子どもたちを正確に伝える広報活動 岩国市 

3 山口日英協会 中学生英語スピーチ/レシテーションコンテスト 山口市 

4 有帆竹灯会 わくわく竹あかり in江汐 山陽小野田市 

5 豊田地区まちづくり協議会 子ども・お年寄りの見守り隊事業 下関市 

6 山口県歌人協会 山口県歌人協会短歌出前授業 光市 

7 山口大学メンネルコール OB会 山口大学メンネルコール OB 会巡回演奏活動 長門市 

8 仙崎陸上教室実行委員会 陸上競技 in仙崎 長門市 

9 右田放課後子ども教室 右田放課後子ども教室運営事業 防府市 

10 琴芝校区コミュニティ推進協議会 琴芝校区地域人材育成プロジェクト 宇部市 

11 紙人形劇団ネリノ 思いやる心を伝える紙人形劇の制作活動・
公演活動・ふれあい活動 

宇部市 

12 親子で防災@みやの 目の見えない障害児のための「防災ピクニック」 山口市 

13 ひづみ子ども会育成会 青少年の健全育成及び地域の発展活性化に
貢献する事業 

柳井市 

14 周南市安田の糸あやつり人形芝居保存会 周南市安田の糸あやつり人形芝居伝承事業 周南市 

15 NPO法人山口せわやきネットワーク 「子どもたちの明日を支えるセミナー（「子どもと子ども
の権利を守る」「SDGs と子どもたちの未来」）開催事業 

山口市 

16 （一社）山口県レクリェーション協会 令和２年度チャレンジ・ザ・ゲーム大会 山口市 

17 頑童の会 漁業体験 in埴生漁港 山陽小野田市 

18 YPU TFT Project Shoes For Two 山口市 

19 特定NPO法人もりのこえん 自然体験活動入門講座～子どもと外遊びを楽しもう!～ 山口市 

20 山口の朗読屋さん 山口の朗読屋さん（街の朗読屋さん）の出前公演 山口市 

21 Happy Education ジュニア e スポーツ大会「Happy & Kiraraカップ」 山口市 

22 こどもっちゃ!商店街実行委員会 こどもっちゃ!商店街（第１１回） 周南市 

23 五色百人一首協会山口県支部 五色百人一首山口県大会 宇部市 

24 NO BORDER ウォーキング体験による、子どもの学び育成事業 光市 

・新型コロナウイス感染拡大の影響で事業を中止した団体があります。 

 

２ 令和元年度 

 団  体  名 事  業  名 所 在 地 

1 菊川親水会 河川敷を利用した地域おこし事業 周南市 

2 有帆竹灯会 わくわく竹あかり in江汐 山陽小野田市 

3 北中山子ども神楽 北中山子ども神楽伝統活動及び公演活動 岩国市 

4 長門市中央公民館運営協議会 わくわく子どもクラブ 長門市 

5 山口大学メンネルコール OB会 山口大学メンネルコール OB 会巡回演奏活動 長門市 

6 ひづみ子ども会育成会 青少年の健全育成及び地域の発展、伝統文化継承に貢献する事業 柳井市 

7 特例認定NPO法人とりで 児童養護施設等退所児童に対するグループフーク 岩国市 

8 紙人形劇団ネリノ 思いやる心を伝える紙人形劇の制作活動・公演活動・ふれあい活動 宇部市 

9 しものせき国際交流ねっと 新春交流パーティ 下関市 

10 こともっちゃ!商店街実行委員会 こどもっちゃ!商店街（第１０回） 周南市 

11 チャイルドライン岩国ステーション 公開講座・受け手継続研修・支え手研修 岩国市 

12 山陽小野田デイジーの会 デイジー図書の作成による青少年健全育成事業 山陽小野田市 

13 NPO法人もりのこえん 自然体験活動入門講座～子どもと外遊びを楽しもう～ 山口市 

14 青年海外協力隊山口県 OB会 「ミンダナオ子ども図書館」奨学生招聘事業 山口市 



15 総合型地域スポーツクラブすげえちゃ・高泊 ジュニア卓球教室 山陽小野田市 

16 国際交流ひらかわの風の会 留学生と地域の子どもたちを繋ぐプログラム 山口市 

17 日本防災士会山口県支部 ぶち簡単!防災グッズを手作りしょう 山口市 

18 NPO法人山口せわやきネットワーク こども明日香プロジェクト「ヤングワーカー（学生支援者）養成研修」 山口市 

19 琴芝校区コミュニティ推進協議会 琴芝校区地域人材育成プロジェクト 宇部市 

20 Happy Education 不登校児のマリン体験学習会 山口市 

21 頑童の会 漁師体験による子供健全育成事業 山陽小野田市 

22 一般財団法人防長青年館 ガンパルフォーラム２０２０ 山口市 

23 慶南青年カレッジ実行委員会 日韓協働環境フォーラム 山口市 

24 認定NPO法人こどもステーション山口 こどもまつり２０１９ 山口市 

25 NPO法人岩国子ども劇場 自然の中で五感全開 in２０１９ 岩国市 

・新型コロナウイルス感染拡大の影響で事業を中止した団体があります。 

 

３ 平成３０年度 

 団  体  名 事  業  名 所 在 地 

1 宇部マンドリーノ 宇部マンドリーノ演奏活動による青少年育成事業 宇部市 

2 菊川親水会 河川敷を利用した地域おこし事業 周南市 

3 有帆竹灯会 わくわく竹あかり in江汐 山陽小野田市 

4 山陽小野田デイジーの会 デイジー図書の作成による青少年健全育成事業 山陽小野田市 

5 滝びとの会 第４回防災カフェ 山口市 

6 山口日英協会 中学生英語スピーチ・レシテーションコンテスト 山口市 

7 ひづみ子ども会育成会 青少年の健全育成及び地域の発展、伝統文化継承に貢献する事業 柳井市 

8 一般社団法人山口県レクリェーション協会 子どもの力を引き出す「スポーツテンカ」体験フォーラム 山口市 

9 母子生活支援施設 沙羅の木 山口徳地スマイルキャンプ 山口市 

10 Happy Education 不登校児の体験学習会 山口市 

11 しものせき国際交流ねっと 留学生をはじめとする滞在外国人に対する
日本文化紹介及び交流事業 

下関市 

12 山口大学メンネルコール OB会 山口大学メンネルコール OB 会巡回演奏活動 長門市 

13 NPO法人岩国子ども劇場 自然の中で五感全開 in２０１８ 岩国市 

14 総合型地域スポーツクラブすげえちゃ・高泊 少年少女キッズダンス教室 山陽小野田市 

15 周南市鹿野緑の少年隊 自然体験活動を通じた青少年健全育成事業 周南市 

16 NPO法人山口せわやきネットワーク こども明日香プロジェクト「ヤングワーカー（学生支援者）養成研修」 山口市 

17 チャイルドライン岩国ステーション 公開講座・受け手継続研修・支え手研修 岩国市 

18 山口県クップ協会 山口県クップ大会 山口市 

19 一般財団法人防長青年館 やまぐち子ども環境共育楽習塾 2018 山口市 

20 NPO法人もりのこえん アウトドアきほんのき～子どもと外遊びのヒ・ミ・ツ～ 山口市 

21 認定NPO法人こどもステーション山口 キミこそ勇者「殺陣師のテクを身に着けよう!」 山口市 

22 NPO法人子ども劇場山口県センター チャイルドライン受け手養成講座 宇部市 

23 慶南青年カレッジ実行委員会 日韓協働環境平和フォーラム 2018 山口市 

24 国際交流ひらかわの風の会 青少年のための世界はひとつチャリティー事業 山口市 

25 琴芝校区コミュニティ推進協議会 琴芝校区地域人材育成プロジェクト 宇部市 
 


