
令和３年度助成活動
募集説明会のご案内

子どもゆめ基金主催説明会

日時 地域 会場・住所

9/11(金)
13:30-16:00

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)

10/2(金)
13:30-16:00

天満研修センター
(大阪府大阪市北区錦町2-21 イベントホール)

10/9(金)
13:30-16:00

国際ファミリープラザ
(鳥取県米子市加茂町2-180 会議室B）

現時点では通常通り開催する予定ですが、新型コロナウイルスの
影響を鑑み中止させていただくことがございます。ご了承ください。

日程

申請方法を

詳しく解説！
個別相談も

対応します！
令和３年度募集の

概要がわかる！

東京

大阪

鳥取

https://nyc.niye.go.jp/category/access/
https://www.temmacenter.com/tenma/access/index.html
http://familyplaza.net/


お申込み方法

参加会場選択・必要事項入力のうえ申込み

受付完了のお知らせメールが届きます
honbu-jyosei4@niye.go.jpからのメールを受信可能にしていてください

お申込みはこちら

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

子どもゆめ基金助成課（平日９：００－１７：４５）
フリーダイヤル：０１２０－５７９０８１
電 話 番 号：０３－６４０７－７６９２
Ｆ Ａ Ｘ：０３－６４０７－７７２０
メールアドレス：yume@niye.go.jp

上記日程のほかに、全国で説明会を開催しております。各地
の説明会は主催が異なりますので、ご参加の際は各申込先に

お申込みください。日程・地域は随時更新します！

全国の説明会はこちら！

全国各地の説明会

mailto:Honbu-jyosei4@niye.go.jp
https://www.niye.go.jp/entry/app/event/apply/3253
https://www.niye.go.jp/entry/app/event/apply/3253


東北

関東

お申込み先は
こちら！

開催地区 日にち 時間 会場 申込先電話番号

青森県青森市 10/22（木）

13:30-15:30

青森県総合社会教育センター
019-688-4221

国立岩手山青少年交流の家
岩手県盛岡市 10/15（木） 岩手県立美術館

秋田県秋田市 10/8 （木） 秋田県生涯学習センター

宮城県仙台市 9/26 （土） 10:00-12:00 宮城県青年会館 0228-56-2311
国立花山青少年自然の家

山形県山形市 10/8 （木） 18:30-20:00 山形テルサ
0242-62-2530

国立磐梯青少年交流の家福島県
会津若松市

10/9 （金） 13:30-15:00 生涯学習センター・会津稽古堂

アクセスは
こちら！

開催地区 日にち 時間 会場 申込先電話番号

茨城県結城市 9/22（火） 13:00-15:00 結城市立公民館
0248-36-2331

国立那須甲子
青少年自然の家

群馬県前橋市 9/24（木） 18:00-20:00 K’BlX元気21まえばし 027-289-7224
国立赤城青少年交流の家

北陸

開催地区 日にち 時間 会場 申込先電話番号

福井県敦賀市 10/11（日）
14:30-16:00

プラザ萬象 0770-54-3100
国立若狭湾青少年自然の家福井県福井市 10/12（月） 福井県生活学習館ユー・アイふくい

近畿

開催地区 日にち 時間 会場 申込先電話番号

奈良県桜井市 10/2（金） 13:30-16:00 まほろばセンター 0745-96-2121
国立曽爾青少年自然の家

東海

開催地区 日にち 時間 会場 申込先電話番号

静岡県御殿場市 10/25（日）

10:00-15:00

国立中央青少年交流の家

0550-89-2020
国立中央青少年交流の家

静岡県富士宮市 11/1  （日） 静岡県立朝霧野外活動センター

静岡県焼津市 11/22（日） 静岡県立焼津青少年の家

http://www.alis.pref.aomori.lg.jp/access.html
https://iwate.niye.go.jp/
http://www.ima.or.jp/information/
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/genre/lifelong
http://www.seinenkaikan.or.jp/accmap.html
https://hanayama.niye.go.jp/
https://www.yamagataterrsa.or.jp/access/
https://bandai.niye.go.jp/
https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2007080600753/
https://www.city.yuki.lg.jp/page/page005129.html
https://nasukashi.niye.go.jp/
https://nasukashi.niye.go.jp/
https://nasukashi.niye.go.jp/
https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/sangyokeizai/nigiwaishogyo/shisetsu/1/2213.html
https://akagi.niye.go.jp/
https://akagi.niye.go.jp/
https://www.city.tsuruga.lg.jp/about_city/cityhall-facility/shiyakusho_shisetsu/gaibushisetsu/puraza.html
https://wakasawan.niye.go.jp/
http://www.manabi.pref.fukui.jp/you-i/information/information-06
https://mahorobacenter.city.sakurai.lg.jp/
https://soni.niye.go.jp/index.html
https://fujinosato.niye.go.jp/access/
https://fujinosato.niye.go.jp/
https://asagiri.camping.or.jp/profile.html
http://yaisei.jp/access.html


四国

九州

開催地区 日にち 時間 会場 申込先電話番号

徳島県徳島市 9/29（火） 13:15-15:00 徳島県庁 0799-55-2693
国立淡路青少年交流の家

愛媛県松山市 9/25（金） 19:00-21:00 松山市男女共同参画推進センター 0893-24-5175
国立大洲青少年交流の家愛媛県大洲市 9/26（土） 13:30-15:30 国立大洲青少年交流の家

開催地区 日にち 時間 会場 申込先電話番号

福岡県糟屋郡
篠栗町

9/5 （土） 13:00-16:30 福岡県立社会教育総合センター
0946-42-5811

国立夜須高原
青少年自然の家

佐賀県佐賀市 9/6 （日） 13:00-17:00 佐賀市市民活動プラザ 0957-25-9116
国立諫早青少年自然の家長崎県大村市 9/5 （土） 13:00-17:00 ミライon図書館

宮崎県宮崎市 9/12（土） 13:30-16:30 宮崎県婦人会館
0994-46-2222

国立大隅青少年自然の家
鹿児島県
鹿児島市

9/13（日） 13:30-16:30 宝山ホール

開催地区 日にち 時間 会場 申込先電話番号

島根県太田市 9/12（土） 14:00-16:00 国立三瓶青少年交流の家 0854-86-0311
国立三瓶青少年交流の家

岡山県真庭市 9/26（土） 14:00-16:00 真庭市交流定住センター 0866-56-7231
国立吉備青少年自然の家岡山県岡山市 9/27（日） 14:00-16:00 岡山県生涯学習センター

広島県広島市 9/26（土） 13:30-15:30 広島大学東千田未来創生センター 0823-42-0660
国立江田島青少年交流の家

山口県山口市 9/7（月） 10:00-13:00 パルトピアやまぐち
0835-56-0111

国立山口徳地
青少年自然の家

中国

https://www.pref.tokushima.lg.jp/access
https://awaji.niye.go.jp/
https://www.coms.or.jp/
https://ozu.niye.go.jp/seinen/access.html
https://ozu.niye.go.jp/seinen/access.html
http://www.fsg.pref.fukuoka.jp/center/access/annai.html
https://yasu.niye.go.jp/
https://www.tsunasaga.jp/plaza/access.html
https://isahaya.niye.go.jp/
https://miraionlibrary.jp/library/access/
http://www.mfkaikan.jp/access/
https://osumi.niye.go.jp/
https://www.houzanhall.com/access/
https://sanbe.niye.go.jp/access/
https://sanbe.niye.go.jp/
https://i-maniwa.com/area/koryu/company/company_detail.html
https://kibi.niye.go.jp/
http://www.pal.pref.okayama.jp/category/menu.aspx?ctgcd=3
https://www.hiroshima-u.ac.jp/centers/education_facilities/miraisousei
https://etajima.niye.go.jp/
http://www.paltopia.com/index.php?contentid=7#info1
https://tokuji.niye.go.jp/

