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４月に発生した「熊 本 地 震」に際し、
ベネッセこども基 金は、急 遽、被 災地で活動する団 体への助成を行うことを決めました。
2016年度ニュースレター第２号は、熊 本 地 震 緊 急 助成のご報 告と助成先訪問の特 集です。

「ベネッセこども基金」として、どのような支援を行うべきか

。

物 流 網が滞り、地 域によって被 災や避 難 所の状 況もさまざまに異なる中で、いち早く地 域 密 着で活動をスタートされた
現 地の団体や、これまでの災害支 援の実 績を活かし、他 地 域から支 援に入られた団体などの活動を、タイムリーに側面
支 援していくことが、当財団の役割と考えました。
4月21日には「熊本 地 震で被 災した子どもの支 援 活動」の緊急 助成実 施を公表し、
5月9日より公募をスタートしました。

助成概要と審査結果 【 38事業（36団体）総額 18,825,899円 】
助成概要
特に、緊急性の高い支援として、病気や障がいその他で生活上の
困難を抱える子どもや、被災によるストレスや学習困難などを抱え
る子どもに対する支援
応募期間
助成期間

審 査は、緊急助成の目的に合っているかを前提に、以下の
点も重視しました。

被災した子どもの生活や学習の支援

対象

2016年5月9日
（月）〜 6月10日
（金）

・被災地の状況変化に応じて、適切な活動が行えるか
・地元の方々を巻き込んだ活動であるか

「熊本地震」
発生以降〜2017年3月末日まで

受付方法

メール、
FAX、
郵送

助成期間

1件50万円以内（総額2,000万円）

審

選考委員会設定の審査基準に従い、
随時書類審査

査

団体名

所在地

それにより、災害支援の実績の有無に関わらず、活動の具
体性や見通しが明確な団体を対象としました。また、現地の
状況を詳しく知っている方々との連携や継続的な協力関係
が構築しやすい、地元の団体も多く対象となりました。
申請事業名

活動地域

第 一 回 決 定 分 助 成 事 業 一 覧︵六月二日発表︶
第 二 回 決 定 分 助 成 事 業 一 覧︵六月十六日発表︶

一般社団法人 ATHLETE SAVE JAPAN

東京都

益城町・南阿蘇地区

特定非営利活動法人 アレルギーを考える母の会

神奈川県

避難所等で食物アレルギーの子どもを誤食事故から守る「災害時用ビブス」を
配布・活用する事業

熊本県内

特定非営利活動法人 絆プロジェクト２０３０

東京都

積み木&絵本・笑顔プロジェクト2016

熊本県内

特定非営利活動法人 くまもとスローワーク・スクール

熊本県

熊本地震益城町就学前母子ケアプログラム

益城町

子どもの心と身体の成長支援ネットワーク

東京都

親子遊びの広場

熊本県内

特定非営利活動法人 ななうらステーション

熊本県

笑顔の花を育もう

益城町・阿蘇地区

特定非営利活動法人 日本クリニクラウン協会

大阪府

クリニクラウン熊本支援事業

熊本県内

公益社団法人 日本助産師会

東京都

熊本地震被災母子支援活動（助産師による避難所巡回）

熊本市、益城町、西原町

公益社団法人 日本助産師会

東京都

熊本地震被災母子支援活動（母子向け専用避難所の運営）

熊本市

特定非営利活動法人 フリー・ザ・チルドレン・ジャパン

東京都

くまモンプロジェクト 〜小児病棟で病気や治療と向き合うこどもを応援しよう〜

熊本県内

よりそいの花プロジェクト

石川県

益城町幼児・児童の心のケアプロジェクト

益城町

特定非営利活動法人 アトピッ子地球の子ネットワーク

東京都

熊本地震アレルギー患者・災害弱者支援活動

熊本県内など

特定非営利活動法人 いじめ対策プロジェクト

鹿児島県

避難所や仮設住宅で過ごす子どもや親の心のケアを行う事業

熊本市など

特定非営利活動法人 instrument for children

東京都

healing mind project 被災地の子供達の心を、
アートを通じて表現したり聞いたり
する事で心のストレスを吐き出させ、
癒し明日への希望に繋げるプログラム

山都町

くまもと音楽復興支援１００人委員会

熊本県

ケアコンサート（音楽の炊き出し支援）の実施

熊本県内

一般社団法人 子どものエンパワメントいわて

岩手県

「学びの部屋くまもと(仮称)」応援プロジェクト

「熊本地震」で被災した子どもの支援活動助成

益城町

第 三 回 決 定 分 助 成 事 業 一 覧︵六月二十九日発表︶

特定非営利活動法人 さくらネット

兵庫県

益城町の学校を応援！ 安心と安全を取り戻す機会づくり〜子ども、保護者、
教職員を対象とした心のケア・防災教育プログラム実施〜

公益財団法人 ジョイセフ

東京都

母と子の不安とストレスを癒す交流の場の提供

熊本県内

公益財団法人 ジョイセフ

東京都

産後うつ病の疑いのお母さんと新生児の訪問カウンセリングケア

熊本県内

特定非営利活動法人 人材育成支援センター

熊本県

熊本地震救援活動・天草ショートステイ被災地ママ受入事業

熊本県内

公益社団法人 チャンス・フォー・チルドレン

東京都

熊本地震で被災した中学生・高校に対する学校外教育クーポン提供事業

熊本市、益城町、西原町、南阿蘇村など

公益財団法人 日本YMCA同盟

東京都

熊本YMCA指定管理受託先である益城町総合運動公園内避難所および周
辺における子ども向け、プレイパークおよびプレイルームの運営

益城町

一般社団法人 MMIX Lab

宮城県

GAMADASE ART PROJECT̲がんばれ熊本！学習支援

八代市、宇城市、氷川町など

よかたま市民ネットワーク

熊本県

ココロとカラダのケアサポート事業

熊本市など

一般社団法人 あいむあーす

熊本県

里づくり

熊本市

Upple

福岡県

益城町と北九州のこどもたちの笑顔をつなぐプロジェクト「ましきたKIDs
CAMP」

益城町

特定非営利活動法人 いるかねっと

福岡県

熊本震災後〜２週間までの小学校避難所運営の状況を通して学校における
災害対策を考える

熊本市

特定非営利活動法人 カタリバ

東京都

益城町立益城中学校における学校再開支援

益城町

特定非営利活動法人 キャンナス

神奈川県

熊本被災地、子供と親の笑顔あふれる心のケア

益城町

公益社団法人 こども環境学会

東京都

被災保育園（幼稚園）の保育環境正常化のための緊急アドバイス支援

益城町、御船町、熊本市

一般社団法人 コミュニティ・カウンセラー・ネットワーク

神奈川県

特定非営利活動法人 鍼灸地域支援ネット

滋賀県

特定非営利活動法人 スポーツクラブ・エスペランサ熊本

熊本県

「自分でできる、お互いにできる、ずっとできる心のケア」教育

益城町

熊本市

地震ストレスにて情緒不安定な就学前児童に対する小児はりと保護者への
鍼灸マッサージ活動

熊本市、益城町、宇城市、御船町、西原村

肥後っ子支援活動事業

氷川町・宇城市・八代市

「熊本地震」で被災された方への産後トータルケアプログラム（出産後に不安定
になっている、ママの心と体をトータル的にケアし、支えるプログラム）

一般社団法人 体力メンテナンス協会

東京都

寺子屋カフェ

熊本県

こども食堂「寺子屋 ＆ ママさん爆睡カフェ」の定期開催

熊本市

なないろネットワーク熊本

熊本県

益城の小・中学校の子どもたちへの支援（学習支援及び必要な備品や物資、
グランドピアノなどを届けよう）

益城町

はぐくみ・コミュ

熊本県

居場所づくりによる子どもと保護者等の心身のケア

熊本県

特定非営利活動法人 NPOホットライン信州

長野県

熊本地震で被災した子どもらへの支援活動

熊本市

熊本市

※活動地域が広範囲であるなど特定できない場合は、熊本県としています。

助成団体 ご紹介
6月、
10月の2回に分けて、被災地域を訪れました。地震をきっかけに活動を始めた地元の団体の皆様にお会いし、また、今まで
のベネッセこども基 金の助成 先にはなかった、子ども食 堂に参加することもできました。益城町総合運動公園 ( 避 難 所 ) で
活動された団体には、当時の様子とこれからどうすべきかのお話も伺いました。

「肥後っこ支援活動事業」 特定非営利活動法人 スポーツクラブ・エスペランサ熊本
突然の災害に際して、本来の活動の枠を超えて、子どもたちの支援に取り組んだ団体も
多くありました。地元サッカークラブのエスペランサ熊本もそのひとつ。自分たちの強み
を生かし、想定外のことにも工夫しながら取り組まれていました。
事業内容

共働きなどで、
子どもたちだけで過ごす時間が多い世帯の子ども
（幼児〜小学4
年生）
を一時的に預かり、
学習支援や体を使った遊びを通して心のケアを図る。

活動場所

氷川町、
宇城市、
八代市 週1回各6〜７回開催
（10月上旬で終了）

▲宿題が終わったらごほうび！

子どもにも大人にもうれしい学童保育
今やらなければ！
地震が家族に与えた影響はさまざまでした。学校
から帰ってきても、両親とも片づけなどで家を留
守にしている家 庭が多く、子どもたちだけで取り
残されているのはとても心配でした。また、地震を
きっかけに職を奪われた大 人もいました。子ども
たちをケアでき、大人にも仕事を与えられる！ 普
段から子どもたちを見てきたので、学童保育なら
できる！ 我々がやるべきだと思ったのです。

想定外の連続で、やりながら考える！
当初は、
宿題などの勉強と、
みんなで一緒に体を動かすことがで
きればと考えていました。ところが、複数の学校で学年も違い、
授業が終わる時間がばらばらだったのです。
前日のお迎えの時間
の確認から始まり、
何度も学校を往復し、最後は一人ひとりを家
まで送っていくという、
送迎に多くのパワーを使いました。
子どもの
安全を考えた結果です。
また、帰宅してもまだ両親が戻っていず、
夕飯をすぐ食べられない子も多かったので、おやつをたっぷり出
していくことに決めました。実際にやってみないとわからないこ
とがたくさんありましたが、臨機応変に対応し、やり抜きました。

▲ 左：総監督 光永誠司さん
右：スタッフ 高田昇陽さん

「寺子屋＆ママさん爆睡カフェ」 寺子屋カフェ
「こころをつなぐ よか隊ネット」代表、
「こども食堂関連ＷＳ会議」代表を兼任され、熊本
の支援活動を引っ張るお一人の佐藤彩己子さんが実施している「寺子屋＆ママさん爆睡
カフェ」に参加してきました。継続的に支援が届くように、団体間で協力し合っている様
子が伺えました。
事業内容

母親が元気を取り戻し、
子どもの
「心のケア」
に取り組む余裕を持ってもらうため
の子ども食堂の開催。
子どもを預かる間、
母親はゆっくり寝て、
その後みんなで
食事をとる。

活動場所

熊本市 月2回、
1回4〜5時間の定期開催
（継続中）

▲ゆっくり寝た後に食事タイム 右から2番目が代表の佐藤彩己子さん

お母さんの余裕が、
子どもの心の安定につながる
今年から子ども食堂を始めましたが、地震でやり
方を変えました。疲れて子どもを不用意に叱った
り、つい手を上げてしまったりするという声や、子
どもだけを預けるのは不安というお母さんたちの
気持ちを知って、
「ママさん爆睡カフェ」を一緒に
行うことを思いついたのです。
「 今日は心がゆっく
りしました」
「美味しい食事をおなかいっぱい食べ
て、以前の生活に戻った気がしました」といった言
葉をもらい、子ども食堂を再開できて本当によかっ
たと思いました。地 震で 壊れたために助成 金で
買った一升炊きの炊飯器、
ありがたかったです！

「できたしこ、さしよりゆるっと」
の気持ちで
これはスタッフ皆で考えた「寺子屋＆ママさん
爆睡カフェ」のモットーです。熊本弁で「できた
分だけでいいから、とりあえず、ゆっくり休んで
みませんか」という意味です。地震後は、あれも
しなくちゃこれもしなくちゃと思いがちですが、
ここがゆっくりできる場所になればと思ってい
ます。だから参加者もスタッフもこの言葉を掛
け合い、無理をしないで気持ちが楽になるよう
にしたいと思っているのです。子ども食堂も無理
をせず長く続けたいから、他の子ども食堂と連
携して、食材の調達を助け合ったり、参加者や
協力者を増やすための活動などをしています。

▲ ベネッセこども基金メンバーも参加

▲ 隣の部屋から子どもの声が聞こえる睡眠スペース

「益城町体育館における子ども向けプレイパークの運営」 日本YMCA同盟（熊本YMCA）
もともと益城町総合運動公園の運営を行っていた熊本YMCAは、その後避難所全体の指
定管理を担当されました。今回の助成事業の話に加えて、避難所運営のさまざまな取り組
みや気付きの他、これから必要な支援を伺いました。
事業内容
活動場所
対象

益城町総合運動公園内の子ども向けのプレイパーク及びプレイルームの運営
（ワールド・ビジョン・ジャパンとの協働）
益城町
避難所やその周辺の子どもたち(10月末で終了)

十分ではなかったと、
今でも気になって…。 これからの支援
最大1,600人が避難していました。体育館も天井
が落ちて、最初は使 用できず、廊下などで寝起き
していました。みんながピリピリしていて、1週間も
しないうちに子どもの声がうるさいと言われ、急ぎ
トレーニングルームの機器を隅に追いやってプレ
イルームを作りました。子どもは 騒ぎたいもので
す。もっと早くに作っていたら、大人も子どももスト
レスが軽 減されたかもと思う気持ちはあります。
また、地震をきっかけに、スペシャルなケアが必要
な子も随分みられました。子ども一人ひとりに添っ
たケアは難しく、その子たちが今どこでどうしてい
るかがとても気になっています。

後

期

助

成

募

集

10月末まででこの避 難 所は終了し、避 難 者の
皆さんは仮設住宅やみなし仮設に移ることにな
りました。転校する子どももいるし、状況はまだ
見えていません。親の状況は変化していますし、
最近は仕事に戻りたい人が増え、学童ニーズが
高まっているかもしれませんね。
木山仮設団地地域 支え合いセンターの運営を
行いますが、学習の場の確保などは難しい問題
ではないかと考えられます。これから、何が必要
かから洗い出していきたいです。

の

お

知

ら

せ

▲プレイルームでの様子
▲お話をうかがった
冨森靖博さん
（右）日野充裕さん
（左）

▲ 11時まで勉強できる学習ルーム。
もっと勉強したいと
いう声に応えて数か所設置

ベネッセこども基金では、11月下旬から、以下のテーマで助成を実施しています。
「災害地の子どもたちの学びや育ちの支援 活動助成」は、昨年度は、東日本大 震災が 対 象でしたが、今 年度は、熊本 地震を
対象に加えます。
災害地の子どもたちの学びや育ちの支援活動助成
（東日本大震災／熊本地震の被災地対象）

助成名称

平成29年4月1日〜平成30年3月31日実施の活動

対象期間

事業費

事業費すべて

助成対象費用
助成総額

経済的困難を抱える子どもたちの学び支援活動助成

※事業をさらに発展させ、活動をレベルアップする取り組み費用

2,300万円

2,000万円

※通常2,000万円の助成金に、
「熊本地震」支援の寄附／基金を加えた総額

応募期間

平成28年11月18日 〜 平成29年1月5日

⇒申請書類や受付方法などは、ベネッセこども基金のWEBサイトにてご確認ください。http://benesse-kodomokikin.or.jp/subsidy/index.html

団 体 概 要
未来ある子どもたちが

名 称：

安心して学習に取り組める

公益財団法人ベネッセこども基金
( Benesse Foundation for Children )

環 境のもとで、

代表者 ： 理事長 小林 登

自ら可能性を広げられる

所在地 ： 〒163-0416 東京都新宿区西新宿 2-1-1 新宿三井ビルディング

社会を目指し、
子どもたちを取り巻く
社会的な課 題の解決および
多様な学びの機 会の提 供に取り組む

電

話 : 03-5320-3504

F A X : 03-5321-6360
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