昨年の
授賞
団体

令和4年度イキイキ活動賞応募要項

昨年はキラリエ草津のオープンを
記念して授賞数を増枠し、4団体に
授賞しました。

いいね！地元の力
宅老所
あおばなの家

酒味湯の会

「80歳になればあおばなに」
と地元住民に深く浸透し、利用
者とスタッフがそれぞれ役割を
担い、全員で運営していくサロンスタイルの活動

美化活動・地域行事の手伝
い・子どもとのふれあい・地場
特産の復活プロジェクトなど
地域でオールマイティに取り
組む地元愛あふれる活動
声

声

なるほど！市民活動

声

住まいの賃貸を通して、豊かな暮らしと
住み続けられるまちづくりを応援します

そっと寄り添っている人がいます。
立ち止まったり、閉ざしてしまった人を
優しく導いてくれる人がいます。

地域のまちづくり活動やイベントのお手伝い
をし、まちの活性化に向けて頑張ります

授賞数

3 団体以内（2部門合わせて）

※同じ活動で両部門にエントリーすることはできません。

そして、
これからもよろしくお願いします。

＊順不同

地域の声を大切に快適な環境をつくり、
地域の活性化を目指します

お客様の安心快適なカーライフをサポート
しながら、草津のまちづくりを応援します

読売センター草津西

いいね！

市民活動

地元の仲間が
地元のために！

市民公益活動
団体に！

賞状と
副賞

賞状と
副賞

5

万円

あなたの街に
「思いやり」
と
「安心」
を届け、
安全安心のまちづくりに貢献します

（株）
スマイ印刷
「関わるすべての人をSMILEに」
を理念に、
持続可能な社会の実現に貢献します

なるほど！

地元の力

提出・お問い合せ（事務局）

草津・栗東金融協議会

イキイキ活動賞

プリンタの調子が悪いので、副賞で新しく購入
したいと思います。

滋賀ホンダ販売株式会社

SDGsへの取組をスタートさせ、社会貢献を
通じて地域から愛される企業に成長します

困ったり、悩んでいる人に、

弱視の子どもたちに向けた
拡大教科書づくりのノウハウ
を活かし、高齢者などにも読みやすい拡大写本づくり。地道で
丁寧な作業を積み重ね、高度な専門性をもつ活動

この事業は企業・事業所様からのご寄付を財源の一部として実施しています。

三井田商事

いつものまちの日常に、彩を添えてくれる人がいます。

拡大写本
てくてく草津

賞の名に恥じないよう、地域一帯のまちづくりを
していきます。

子どもたちに夢と喜びを−。地域の皆様とともに
クリスマスブーツを作り続けて60年の会社です

ありがとう の気持ちを伝える賞です。

〝ありがとう〟の気持ちを伝えたい。

まちの緑化空間・高齢者宅の
緑の手入れを空き家にまで広
げ、空き家対策だけでなく、自
治会・企業・学校と連携し、まちの価値を上げる活動

応援して
います

コツコツとこれまで続けてくれた その活動に

コツコツ続けてくれたその活動に

ありがとうございます。今後ともがんばって
いきたいと思います。

志津南環境美化
ボランティアの会

声

関係者一同大喜びです。副賞を有意義に使わ
せていただきます。

いつも、ありがとう。

（公財）草津市コミュニティ事業団
〒525-0032 草津市大路二丁目1番35号
市民総合交流センター（キラリエ草津）5F
TEL（077）565-0477 FAX（077）565-0411
メール com-com@mx.biwa.ne.jp
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万円

募集〆切
必着

詳しくは「まちサポくさつ」▶
https://kusatsu-spp.net/jyoseikin

イキイキ活動賞

これまでの受賞者の声

2つの部門で皆さんをおまちしています

いいね！地元の力

なるほど！市民活動

部門

部門

市民公益活動団体*が草津市内をフィールドに取り
組んできた特定のテーマにおける課題解決または魅
力創出のための活動が対象です。
まちの元気と笑顔につながる 活動を期待してい
ます。

例えば

例えば
○○川流域の清掃活動や自然観察

地元での居場所づくり

在住外国人の子どもたちに日本語を教える活動

地域の清掃活動

など

障がい者が自立した生活を送るための支援活動 など
ここでは、
「 不特定多数のものの利益の増進に寄与することを目
的とし、特定の課題解決に向けて自発的かつ自主的に活動を行
う営利を目的としない団体」
とします。

＊

ここでは概ね小学校区までの範囲とします。

＊

料理を通し地域に喜ばれる活動になることを目指
して、これからもがんばります。

●

地域でのつながり、支えあいはとても大切。受賞と
応援を励みに更にがんばります。

●

●

講評の言葉に涙が出てきました。賞の重みを感じ
ます。

●

Q &A

毎日の防犯パトロール

●

●

草津市内の一定の地域*において、地元の皆さん
が主体となって取り組んできた、その地域における課
題解決または魅力創出のための活動が対象です。
地元の人が地元のために されてきた活動にこ
だわった部門です。

自薦に限ります。
（他薦はできません）
活動はどのようなテーマでも構いません。
（政治・宗教・営利活動等は除く）
どちらの部門も、5名以上のメンバーで5年間を超える活動実績があり、これからも続けていく予定の活動が対象です。
ただし、
「いいね！地元の力」
部門については、
メンバーの多くが地元の人で取り組むグループの活動が対象です。
地域まちづくり協議会、町内会・自治会などの住民自治組織等は対象となりません。
これまでに受賞している活動は対象となりません。
同じ活動で両部門にエントリーすることはできません。

応

募

方

❷今年度の活動予定

❹
（あれば）
団体の会則

募集〆切
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所定の応募用紙は市内の公共施設に備え付けているほか、HP
からもダウンロードいただけます。
提出いただいた書類等は返却できません。

（書類審査）

11月下旬

副賞は何に使ってもいいの？

あなたの 活 動 が 応 募 要 件を
満たしているかどうか確認す
るために必要です。また提出
いただいた資 料は審 査 の 参
考にさせていただくこともあ
ります。

何に使っても構いません。企
業や事業所様から皆さんの活
動を応援するためにいただい
た寄付なので、これからの活
動に活かしていただけたら幸
いです。

活動のきっかけ

地域やくらしの課題解消、魅力創出、住民ニーズからうま
れたものであるか。

地域や市民とのつながり

地域や市民のくらしに根ざした、開かれた活動か。

貢献度

地域や市民のくらしに役立つ活動か。

長年にわたる活動であり、そのための工夫や努力がなされ
ているか。

https://kusatsu-spp.net/jyoseikin

コツコツ度

活動が定期的であり、地道な努力が続けられているか。

2次審査

結果発表

17

1月中旬

12

1次審査通過者のみ対象
応募書類に基づき、審査員による質疑応答（非公開：10分程度）

副賞でパンフレットを作りたい。

●

添付資料は必要？

継続性

授賞式
令 和５年

10

1次審査

副賞は活動の継続のために有効に使います。

審 査 の 視 点

《ダウンロード》まちサポくさつ ▶
応募件数が一定数に
満たない場合は省略

その楽しみが、地元の人たち
や、高齢者・子どもたち・子育
て世代など市内の多くの人た
ちの笑顔につながっている活
動であればＯＫです。

法

応募用紙および添付資料に記載された個人情報は、厳重に取り
扱うとともに、この事業以外には使用いたしません。

❸会員名簿
（氏名と住所がわかるもの。番地は不要）
※活動の利用者、参加者を除く

自分たちの楽しみでやってい
る活動でも申し込めるの？

この賞を糧として、これからも健康でボランティア
活動を続けたい。

応募や提出いただく書類のことなど、わからないことがあれば気軽に事務局までご相談ください。

所定の応募用紙と以下の添付資料を、期日までに提出してください。持ち込み・郵送・FAX・メールいずれもOK。
❶直近5年間の活動実績が確認できるもの
（例 活動記録・チラシ・活動の様子がわかる写真等）

この活動を続けてこられた先輩方に感謝していま
す。

今までの活動が評価されたと実感し、
うれしく思う。

●

3

4

結果は郵送で通知
授賞団体はHPなどで発表します

（予定）

授

賞

授賞数
2部門合わせて3団体以内
授与内容
賞状

副賞5万円

審査員（敬称略・順不同）
選考は、次の審査員が
「審査の視点」
に基づき行います。
深川光耀

花園大学

遠藤惠子

認定NPO法人しがNPOセンター 理事

山本英嗣

NPO法人アイ・コラボレーション 理事長

社会福祉学部

准教授

中嶌裕恵 えふえむ草津パーソナリティ・ディレクター
高岡良秀

草津市まちづくり協働部

副部長

