
～令和２年度助成活動募集説明会のご案内～

〈子どもゆめ基金主催の開催日程〉
日時 地域 会場・住所

9/27(金)
13:30-16:00

東京 国立オリンピック記念青少年総合センター
(東京都渋谷区代々木神園町3-1 カルチャー棟)

10/10(木)
13:30-16:00

富山 富山県教育文化会館
(富山県富山市舟橋北町7-1)

10/18(金)
13:30-16:30

大阪 天満研修センター
(大阪府大阪市北区錦町2-21)

〈説明会の内容〉
★申請手続きの方法や経費の取り扱い等についてご説明します。
★個別のご相談にも応じます。
★募集案内等の関係資料は9月上旬よりホームページにて
ダウンロードできます。
子どもゆめ基金ホームページ：https://yumekikin.niye.go.jp/

〈子どもゆめ基金主催説明会へのお申し込み方法〉

★当機構のウェブサイトにて受け付けております。
【 https://www.niye.go.jp/entry/app/event/apply/2524 】

①令和2年度助成活動募集説明会の「Web申込フォーム」にある
申込 をクリック。

②申込フォームに参加会場や必要事項を入力のうえ、お申し込みくだ
さい。

③お申し込み後、受付完了のお知らせメールが自動配信されますので、
このアドレス（honbu-jyosei4@niye.go.jp)を受信できるようにして
いてください。

★締め切り：各日程の5日前

★申込フォームよりお申し込みができない方は、お問い合わせ先まで
ご連絡ください。その際「令和2年度説明会へ参加希望」とお伝えく
ださい。担当より所定の申込用紙をお送りします。

https://nyc.niye.go.jp/category/access/
https://www.bunka-toyama.jp/kyoubun/access/index.html
https://www.temmacenter.com/tenma/access/index.html
https://yumekikin.niye.go.jp/
https://www.niye.go.jp/entry/app/event/apply/2524
mailto:honbu-jyosei4@niye.go.jp


地域 開催地区 日にち 時間 会場 申込先電話番号
北海道美瑛町 9月22日(日) 10：00-15：00 国立大雪青少年交流の家 0166-94-3121
北海道釧路市 10月3日(木) 9：00-12：00 プラザさいわい 0166-94-3121
北海道函館市 10月9日(水) 14：00-16：00 函館市地域交流まちづくりセンター 0166-94-3121
北海道札幌市 10月10日(木) 13：30-16：00 北海道立道民活動センター　かでる2.7 0166-94-3121
北海道日高町 10月29日(火) 調整中 国立日高青少年自然の家 01457-6-2311
青森県青森市 10月24日(木) 13：30-15：30 青森県総合社会教育センター 019-688-4221
岩手県盛岡市 10月16日(水) 13：00- 岩手県立美術館 019-688-4221
宮城県仙台市 9月28日(土) 10：00-12：00 宮城県青年会館 0228-56-2311
秋田県秋田市 10月10日(木) 13：30-15：30 ユースパル 019-688-4221
山形県山形市 11月17日(日) 10：00-15：00 イオンモール天童 0242-62-2530
福島県いわき市 11月3日(日) 10：00-15：00 イオンモールいわき小名浜 0242-62-2530

福島県郡山市 1月12日(日) 調整中
調整中
(一次募集終了後の説明会となります。)

0242-62-2530

茨城県水戸市 9月14日(土) 10：00-12：00 水戸生涯学習センター 027-289-7224
栃木県小山市 9月23日(月) 13：00-15：00 小山市立中央図書館 0248-36-2331
新潟県新潟市 9月5日(木) 18：00-19：30 新潟青陵大学 0255-82-4321
新潟県長岡市 9月9日(月) 18：00-19：30 アオーレ長岡市民交流ホール 0255-82-4321
新潟県糸魚川市 9月16日(月) 10：00-11：30 糸魚川地区公民館 0255-82-4321
石川県羽咋市 9月21日(土) 13：30- 羽咋すこやかセンター 0767-22-3121

甲信 長野県松本市 10月12日(土) 10：30- 松本市中央公民館・Mウイング文化センター 0265-96-2525
静岡県焼津市 10-11月 調整中 静岡県立焼津青少年の家 0550-89-2020
静岡県富士宮市 10-11月 調整中 調整中 0550-89-2020
静岡県浜松市 10-11月 調整中 静岡県立三ヶ日青年の家 0550-89-2020
静岡県御殿場市 10-11月 調整中 国立中央青少年交流の家 0550-89-2020
京都府京都市 10月6日(日) 14：00-16：30 キャンパスプラザ京都 0770-54-3100
奈良県橿原市 10月11日(金) 13：30-16：00 かしはら万葉ホール 0745-96-2121
鳥取県倉吉市 10月13日（日） 13：00- 鳥取県立倉吉体育文化会館 0857-26-7519
島根県出雲市 10月5日(土) 14：00-16：30 島根県立青少年の家（サン・レイク） 0854-86-0311
岡山県勝田郡 9月21日(土) 14：00-16：00 勝央町公民館 0866-56-7231
岡山県岡山市 9月22日(日) 14：00-16：00 岡山県生涯学習センター 0866-56-7231
広島県広島市 10月19日(土) 13：30-15：30 東千田未来創生センター 0823-42-0660
山口県山口市 9月2日(月) 10：00-13：00 パルトピア山口 0835-56-0111
徳島県徳島市 10月1日(火) 13：15-15：00 徳島県庁 0799-55-2693
愛媛県松山市 9月28日(土) 13：30- 総合コミュニティセンター 0893-24-5175
愛媛県大洲市 10月23日(水) 18：30-20：30 国立大洲青少年交流の家 0893-24-5175
高知県室戸市 10月26日(土) 調整中 国立室戸青少年自然の家 0887-23-2311
福岡県春日市 9月7日(土) 13：00-16：30 九州大学筑紫キャンパス 0946-42-5811
佐賀県佐賀市 9月22日(日) 13：00-17：00 佐賀市市民活動プラザ 0946-42-5811
長崎県諫早市 9月21日(土) 13：00-17：00 諫早文化会館 0957-25-9116
熊本県熊本市 9月15日(日) 13：30-16：30 くまもと県民交流館パレア 0967-22-0811
大分県大分市 9月16日(月) 13：30-16：30 Ｊ：ｃｏｍホルトホール大分 0967-22-0811
宮崎県宮崎市 10月19日(土) 13：00-16：30 宮崎県婦人会館 0994-46-2222

鹿児島県鹿児島市 10月20日(日) 13：00-16：30 宝山ホール 0994-46-2222

〈全国の国立青少年教育施設や体験の風をおこそう運動実行委員会主催の開催日程〉
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〈全国の国立青少年教育施設や
体験の風をおこそう運動実行委員会主催説明会へのお申し込み方法〉
★上記「全国の国立青少年教育施設・体験の風をおこそう運動実行委員会主催の説明会」へ参加をご希望の方は、
表の右に記載している申込先電話番号（事務局：国立青少年教育施設等）までご連絡ください。
その際、「子どもゆめ基金の説明会●●会場へ参加を希望」とお伝えください。

★個人情報は、当機構の規定に基づき管理し、
「子どもゆめ基金説明会」に関する情報提供及び事業運営以外の目的には使用しません。

〈お問い合わせ先〉

子どもゆめ基金部助成課（平日9：00～17：45）
フリーダイヤル 0120-579081
電話番号 03-5790-8117・8118
FAX 03-6407-7720
メールアドレス yume@niye.go.jp
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