「子ども読書活動への助成金」
「児童図書セット」を贈呈！

平成29年度

子ども文庫助成 募集要項
1 子どもの本購入費助成（助成金 30 万円）

子ども文庫又はその連絡会、読み聞かせ等で読書啓発活動をされている民間の
団体又は個人の皆様
2 病院・施設子ども読書活動費助成（助成金 30 万円）

小児病棟、障害児施設、養護施設等で読書活動をされている団体又は個人
の皆様
3 子どもの本 100 冊助成（当財団が選んだ児童図書セット）

上記 1 2 の対象共通
今年度から、２０００年以降に出版された図書を中心とした１５０冊の新しい
リストが加わりました。
4 子ども文庫功労賞（賞金、賞品）

子ども文 庫を永 年にわたり運 営されてこられた個 人で、 子どもの読 書 啓 発
活動に貢献されてきた方＜推薦＞

1 ~ 4 応募受付締め切り 6 月 30 日 ( 金 ) 当日消印有効

今年も、
子どもと本を結ぶ皆様を応援します!
公益財団法人

伊藤忠記念財団

公益財団法人

伊藤忠記念財団

伊藤忠記念財団（理事長

小林栄三）
は、青少年健全育成を目的とした活動を行うべく、昭和49（1974）年9月に

伊藤忠商事株式会社によって設立されました。
現在、
「子ども文庫助成事業」
と
「電子図書普及事業」
の２事業を実施しています。
子ども文庫助成
●概要
「子ども文庫助成事業」は、地域の子どもたちに対し、篤志をもって読書啓発活動を行っている民間団体及び個人
を対象に、公益財団法人伊藤忠記念財団が行う助成です。昭和50（1975）年から、子どもたちの読書啓発に関わ
る草の根活動を支援してきました。
平成28（2015）年までに、延べ2,179件（海外を含む）、約10.6億円の助成を行いました。
●助成対象
助成対象には、以下に記載した「子ども文庫助成事業」の3つのプログラムと、
ご推薦による個人の顕彰である
「子ども文庫功労賞」
があります。
※1.なお、
これらの助成は、重複した応募はできませんのでご留意ください。
※2.以前に当財団の
「 1 子どもの本購入費助成」
「 2 病院・施設子ども読書活動費助成」
「 3 子どもの本100冊助成」
の助成を受領している場合は、受領年度から3年を経過し、活動を継続、発展する見込みがあるときに再応募す
る事ができます。

平成29年度募集要項
1 子どもの本購入費助成

対 象 者

子ども文庫、読み聞かせ団体、子ども文庫連絡会等で子どもたちの読書啓発活動を行ってい
る民間の団体又は個人、及び実質的に草の根運動とみなされる団体。
3年以上の活動歴があり、今後も継続した活動が見込まれることが必要です。

内

容

図書購入費用
（書架、
ブックコートフィルムを含む）及び読書啓発活動につながる実演のため
の購入費用
（紙芝居、人形劇、
パネルシアター等）、30万円を助成します。
又、読書啓発に関連する講習会開催、講習会参加費用は30万円の内15万円を限度として
助成対象とします。

件

数

応募方法

「 2 病院・施設子ども読書活動費助成」
と併せ40〜50件程。
平成29年度助成応募用紙［１/５］〜［5/5］
に記入し、公益社団法人読書推進運動協議会へ
ご提出ください。
（記入の際、
Ｐ3、
４を参照ください。）必ず「助成による図書等の保管場所」
を
記入してください。
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2 病院・施設子ども読書活動費助成

対 象 者

病院内で長期療養中の子どもたち、障害児施設、養護施設等の子どもたちに対し読書啓発
活動を行っている民間の団体又は個人、及び実質的に草の根運動とみなされる団体。今後も
継続した活動が見込まれることが必要です。

内

容

助成の金額と使途は、
「 1 子どもの本購入費助成」
と同様ですが、障害がある子どもたちに
対する読書支援機器等の購入及び図書作成のための費用も含みます。

件

数

応募方法

「 1 子どもの本購入費助成」
と併せ40〜50件程。
平成29年度助成応募用紙［1/５］〜［5/5］
に記入し、公益社団法人読書推進運動協議会へ
ご提出ください。
（記入の際、
Ｐ3、
４をご参照ください。）必ず
「助成による図書等の保管場所」
を記入してください。

3 子どもの本 100 冊助成

対 象 者

子ども文庫、読み聞かせ団体、子ども文庫連絡会等で子どもたちの読書啓発活動を行ってい
る民間の団体又は個人、及び実質的に草の根運動とみなされる団体。今後も継続した活動が
見込まれることが必要です。

内

容

①当財団が選書した3セット
（「低学年向けセット」、
「中学年向けセット」、
「 高学年向けセッ
ト」）
の内、
いずれかの図書セットを選択することができます。
②昨年度から、選択した図書セット内40冊までを、他の図書セットから選べるようになりまし
た。
さらに、本年度は、2000年以降に出版された図書を中心に、150冊の新しい図書のリスト
を加えました。40冊までは、従来の3セットに加え、150冊の新しいリストからも選ぶことがで
きます。
（※詳細につきましては、
「平成29年度

応募・推薦用紙」
の
『子どもの本100冊助成

図書の選び方について』
をご参照ください。）
件

数

応募方法

20〜30件程。
「平成29年度助成応募用紙」
［１/５］〜［5/5］
と、
「子どもの本100冊助成

図書リスト」
［１/

１０］〜［10/１0］
に記入し、公益社団法人読書推進運動協議会へご提出ください。
（記入の
際、
Ｐ3、
４をご参照ください。）必ず、
「助成による図書等の保管場所」
の記入と、
その場所の写
真（裏面に応募者氏名と場所の名称を記入してください）
をご提出ください。

4 子ども文庫功労賞

対 象 者

候補者推薦要項

子ども文庫を永年に亘り
（20年以上）運営されてこられた個人で、子どもの読書啓発活動に
貢献されてきた方。第三者の方のご推薦による申し込みになります。

内

容

賞状、副賞（30万円及び記念品）。

受

賞

2名以内。
該当者がいない場合は、表彰しない事があります。

推薦方法

「候補者推薦書」
と候補者の活動の様子が分かる資料（機関誌、会報、記事等）
を、
当財団へご
提出ください。
（記入の際、
Ｐ3、
４をご参照ください。）
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応募から助成決定、贈呈までの予定
4月上旬

※ 1〜 4の
重複したご応募
はできません。

1 2 3 応募受付開始
応募用紙送付先 公益社団法人 読書推進運動協議会 子ども文庫係
（当財団助成事業 業務代行依頼先）
〒162-0828 東京都新宿区袋町6番地 日本出版クラブ会館内
TEL. 03-3260-3071 FAX. 03-5229-1560
Mail. itc-bunko@dokusyo.or.jp

子ども文庫功労賞
推薦受付開始
推薦用紙送付先 公益財団法人 伊藤忠記念財団 助成事業部
〒107-0061 東京都港区北青山2-5-１
TEL. 03-3497-2651 FAX. 03-3470-3517
Mail. bs-book@itc-zaidan.or.jp
4

6月30日
（金）
8月〜10月

1 2 3 4

応募受付締め切り
（当日消印有効） 下記※1〜7をご参照ください。

子どもの本購入費助成、2 病院・施設子ども読書活動費助成の国内応募者への訪問を
予定しています。
1

※子ども文庫助成は、読書啓発活動を行っている民間の団体又は個人、及び実質的に
草の根運動とみなされる団体を対象としていますので、営利法人や大規模法人及び施設
そのものが対象であることが明らかな場合は、訪問をしません。
11月下旬
（予定） 当財団選考委員会（有識者６名）
にて、助成受領者候補を選出します。
12月中〜下旬（予定） 当財団理事会にて、助成受領者、功労賞受賞者を決定し、全応募者に結果を通知します。
平成30年
２月〜3月
平成30年3月

3 の助成受領者に対し、
助成図書セットを、代表者ご自宅宛に郵送します。
国外受領者には、航空便，又は船便にて郵送します。

贈呈式開催（伊藤忠商事株式会社 東京本社）
1 2 4 の国内受領者、
国内受賞者を対象とさせて頂きます。
贈呈式終了後、購入費助成金、功労賞賞金を当該者宛に振込みます。
助成金の使途期間は、基本的に平成30（2018）年4月から平成31（2019）年3月末までです。
支出は、その期間中のものが対象となります。

応募用紙記入についてのお願い
※１ 黒ボールペンをお使いになり、
はっきりと楷書で記入してください。
※２ 年月日は、全て和暦で記入してください。
※３ パソコン等をお使いになる場合は、
サイズ、様式を変えずにお作りください。
※４ 「団体名」
が決まっていない方は
「未定」
と記入してください。
※５ 「５.活動場所への地図」
について
最寄駅（鉄道・バス等）
から訪問先である
「活動場所の所在地」
までの道順と目標となる建物を記入してくだ
さい。
なお、現地訪問等の資料としてのみ使用致します。
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※６ 「運営費の内訳」
について
・前年度の収支状況を記入してください。
・法人である団体は、前年度の
「事業報告書」
を別紙で添付頂き、同時に、PDF にした報告書を下記アドレス
へもお送りください。添付がない場合は、対象外となります。
＜送付先＞
公益社団法人 読書推進運動協議会 子ども文庫係
メール送付の際、必ず、
タイトルに
「団体名」
と
「事業報告送付」
との記載をお願い致します。

「事業報告」送付アドレス ： itc-bunko@dokusyo.or.jp
※７ その他
・活動の様子が分かる写真等をお送りください。
・これから活動を始める方は、活動予定場所の写真をお送りください。

海外からご応募される皆様へ
●

必ず「メールアドレス」
をお教えください
急ぎの連絡などが必要な場合がございます。確実に連絡がとれる
「メールアドレス」
を記入してください。

●

図書セットの海外送付時のお願いについて
海外への図書セット送付の際、原則として
「輸入物品にかかるべき税金」
が課せられる場合があります。
その際
は、受領者の皆様にてご負担頂くことになりますことを予めご了承の上、
お申込くださいますようお願い申し上
げます。

募集要項、応募書類入手の方法
●伊藤忠記念財団ホームページより、
ダウンロードできます。
①募集要項は
「PDF」形式で掲載しています。
②応募・推薦用紙は
「PDF」形式と
「Excel」形式の2つを掲載しています。
ホームページ http://www.itc-zaidan.or.jp
●応募要項の冊子をご希望の場合は、伊藤忠財団 助成事業部宛に、
「氏名」
「郵便番号」
「住所」
「電話番号」
「ＦＡＸ番号」
「団体名」
を明記し、FAX等でご請求ください。
お問い合せ先は、次ページ（5ページ）
の
「伊藤忠記念財団
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助成事業部」
の情報をご覧ください。

応募用紙送り先
注意

応募用紙の提出は、原則、郵送で受付をしています。

● 1 子どもの本購入費助成／ 2 病院・施設子ども読書活動費助成／ 3 子どもの本100冊助成

応募用紙

6月30日
（金）
までに
公益社団法人

読書推進運動協議会
〒162-0828

子ども文庫係へ

東京都新宿区袋町6番地 日本出版クラブ会館内

電話. 03-3260 -3071

FAX. 03 -5229 -1560

E-mail. itc-bunko@dokusyo.or.jp
〔受付時間〕 月曜日〜金曜日 午前10時00分〜午後5時30分
（休業日：土曜日、日曜日、国民の祝日）
● 4 子ども文庫功労賞

推薦用紙

6月30日
（金）
までに
公益財団法人

伊藤忠記念財団
〒107- 0061

助成事業部へ

東京都港区北青山2-５-１

電話. 03 -3497-2651

FAX. 03 -3470 -3517

E-mail. bs-book@itc-zaidan.or.jp
〔受付時間〕 月曜日〜金曜日 午前９時〜午後５時
（休業日：土曜日、日曜日、国民の祝日）

個人情報のお取り扱いについてのお願い
１） 当財団は、個人情報の保護に関する法令及びその他の規則に則った業務運営に努めて参ります。
ご応募の際
に記入して頂く
「個人情報」
は、助成業務にのみ使用し、
その他には使用致しません。
２） 助成、受賞対象となられた場合、団体名、代表者氏名、都道府県及び市町村名を公表させて頂きます。
３） 個人情報は、適切且つ厳重に管理し、不正なアクセスや、情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えい等が起きない
よう、安全管理に努めて参ります。

★助成応募資料、功労賞推薦書類、同封資料等は、
原則としてお返しできませんので、必ずコピーをおとりください。
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