
「大津・SDGs協働支援チャリティプロジェクト 2020」協賛・参加企業募集要項

大津市市民活動センターでは、「大津・SDGs協働支援チャリティプロジェクト 2020」（「以下

「本プロジェクト」という。」）の趣旨を理解し、協賛・参加していただける企業を募集します。

１ 趣旨

　大津市市民活動センターが運営する「大津・SDGs協働支援チャリティプロジェクト 2020」

は、市民、行政、企業、大学の四者が SDGsをテーマに協働し、より良い大津のまちづくりに

寄与することを目的としています。また今年度は事業収益を市民公益活動団体に寄付します。

  本プロジェクトにご理解いただき、協賛、参加により事業を共に進めてくださる企業を募集し

ます。

　　協賛とは、本プロジェクト運営及び広告宣伝活動に供することを目的として、5千円以上の

金銭もしくは物品、会場、労務等の提供を指します（振込手数料を除く）。詳細については別

紙をごらんください。

２ 協賛方法

（１）資金協賛･･･広告媒体等を使用する対価として協賛金を提供するもの

（２）物品等協賛･･･運営及び広告宣伝活動に必要な物品等を無償で提供するもの

　（３）プロボノ　または　ボランティア･･･イベント開催等にあたり労務を無償で提供するもの

　（４）施設提供･･･展示に必要なスペースや会場を無償で提供するもの

３ 協賛企業が得られる特典

（１）本プロジェクトで製作するチラシ、ポスター、特設サイトで御社のバナーを掲載します。

　　協賛金の金額もしくは提供物品の内容によって掲載の大きさは異なります。

（２）スポンサーとして、本プロジェクトを広告宣伝に使用することができます。

　（３）3口以上協賛頂いた場合、弊所SDGs特設ページにて掲載いたします。

　　　　詳細については別紙をごらんください。

４ 協賛・参加申込み方法

　以上の条件を確認のうえ、大津市市民活動センターまで申込書を送付ください。

５ 協賛金支払い方法

弊所への口座振り込みとします。以下の口座までお振込ください。

（振込手数料については、ご負担くださいますよう、お願い申し上げます）



◆滋賀銀行　本店営業部（店番 110）　普通口座　552307

◆口座名義　特定非営利活動法人HCCグループ　　　　　理事長　中津川智子

＊上記振込先は大津市市民活動センターの指定管理者HCCグループの指定管理事業の口座です。

６ 協賛・参加申込み受付期間

   協賛〆切：2020年 8月 31日まで　

　　大津・SDGs 子ども絵画コンクールの協賛〆切は、チラシの印刷の関係から 6 月 30 日までとなります。



「大津・SDGs協働支援チャリティプロジェクト 2020」協賛・参加申込書

フリガナ

企業名

連絡先 ご担当者氏名

住所　〒

電話 ファックス

E-mail

主な連絡方法と、お電話の繋がりやすい曜日や時間帯

協賛方法 □広告協賛　(□１口　　□２口　　□３口　　□４口) 

　□物品協賛　(□１口　　□２口　　□３口　　□４口)

□絵画コンクール景品　　　□展示スペース提供

□スタンプラリー、クイズラリー景品

□くるくるチャリティボックスショップの設置

　□（子ども若者向け）体験プログラムの設定等での労務の提供

　□就業体験講座・イベント体験講座（自然・文化・演奏）・団体基盤支援）

　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 上記をご記入いただき、大津市市民活動センターまでお申し込みください。

 大津・SDGs 子ども絵画コンクールの協賛〆切は、チラシの印刷の関係から 6 月 30 日までとなります。

＜締め切り＞2020 年 8 月 31 日(月)17 時まで

＊チラシの広告掲載データは PDFまたは JPGでお送りください。

＊協賛金はセンターまでご持参、または下記講座にお振り込みください。

（振込料はご負担ください）

申し込み、問い合わせ

　大津市市民活動センター　大津市浜大津 4-1-1 明日都浜大津１階



　TEL:077-527-8661 FAX:077-527-8662  E-mail:moveinfo@movementotsu.com

<協賛金の振込先>

　滋賀銀行　本店営業部（店番 110）　普通口座　552307

  口座名義　特定非営利活動法人HCCグループ　理事長　中津川智子

　＊口座名は指定管理者名となっております

SDGs 子ども絵画コンクール特別賞授与について

１．開催趣旨 協賛項目のうち、「広告協賛３口」もしくは「子ども絵画コンクール受賞者

への賞品のご提供」を選択いただいた企業には、御社名を冠した特別賞の授

与をしていただくことができます。

SDGs※ 子ども絵画コンクールの詳細については、下記の募集要項をご参照く

ださい。

２． 賞 授与の流

れ

　　と日程

１）受賞作品の選定（審査）：９月上～中旬

　御社名を冠した特別賞について、受賞作品選定の為、審査会にご出席くだ

さい。日程が決まり次第ご連絡いたします。

SDGs 子ども絵画コンクール募集要項（子ども向け）

１．開催趣旨 大津・SDGs協働支援チャリティプロジェクト 2020の啓発事業として、子ども

たちの「SDGs」をテーマにした絵画を次のとおり募集します。　　　　　　　

２．募集テー

マ

今年度のテーマは「人はいろいろ、未来はカラフル! 」です。2030年はどんな

まちでいて、どんな人たちが、どのように暮らしているかイメージした自由な発

想で表現した作品（絵画）を募集します。

３．広　　報 プレスリリース、絵画コンクール募集チラシ（約 2 万部）、HP・SNS 他

４．参 加 費 無料

５．応募規定 1作品サイズは、4 つ切り画用紙サイズ ( 横 329×542)

2 応募は 1人 1 点まで。 

3作画方法はクレヨン、色鉛筆、水彩、油彩など自由。文字は禁止。( デジタル 

作品、アイコンをそのまま用いたり紙や布を貼りつけた作品は不可 )。 

4 入賞作品の著作権・所有権は主催者に帰属します。 

5 入賞作品については啓発・普及活動として、チラシ等の印刷物への掲載を予定 



しています ( その際にお名前と学年等を記載する場合があります。) 

6 応募作品は原則として返却いたしません。 

(注 1) 作品サイズ等の応募規定外の作品は審査外となる場合があります。

(注 2) 応募作品は本人のオリジナルのもので未発表作品に限ります。 

(注 3) 他のコンクール応募済みの作品は不可。

(注 4) 特定の個人名、団体名、企業名、商品名を入れたものは不可。 

６．応募資格 大津市内の小学生（３年から６年）・中学生

７．応募方法 所定の応募用紙に必要事項を記入し、作品の裏に貼り付け、応募受付期間内に作

品を当センターに持参、または郵送でお送りください。（メール、ＦＡＸ等では

受付できません。）

　※応募用紙に記入漏れがある場合には受付できません。

　※作品が折れ曲らないようにして持参、または郵送でお送りください

（１）応募受付

　（期　間）2020年 8月 1日（木）〜9月 14日（土）９時〜18時

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（当日消印有効）

　（送付・受付先）〒520-0047 大津市浜大津 4-1-1 

　　　　　　　　　　　　明日都浜大津１ F　大津市市民活動センター

８．応募用紙

の

　　記入内容

（１）氏名・性別・学年・学校名・保護者名・連絡先住所・電話番号

（２）作品タイトル・この絵を描いた理由（100 文字程度）

（３）応募のきっかけ（⑴チラシ（市民センター・絵画教室・その他）

　　　⑵ HPや SNS　⑶その他）

９．審査 応募資格を備えている作品について、次の要領で審査します。

（１）審査日を設け（９月下旬を予定）、審査項目に沿って評価・審査を行いま

す。

　（審査項目）テーマの理解度、発想・オリジナル性、色彩、構図、波及効果

（２）審査委員

　　コンクール審査委員会（市民公益活動団体・協賛企業・有識者・大津市・大

津市市民活動センター等で構成）が、部門ごとに審査を行います。

（３）入選者の決定（発表・表彰）

　①審査委員会で枠ごとの審査を行い、総合点数方式（審査項目ごとの全委員

の合計点数）で順位をつけて、上位から順に賞を決定します。

（各枠、入賞・入選 10 点程度　賞状・記念品の授与・ポスター等の掲載）



　②審査結果通知　入選者には 2020年 10月上旬までに通知します。

　③ 12月 5日のチャリティコンサートにて表彰式を行います。

　④入賞・入選作品の展示期間を予定しています。（決定次第ご案内します）

（４）審査枠

　　応募点数が多い場合は小学生部門、中学生部門を設けます

10.  後援・協

力

大津商工会議所、大津北商工会、瀬田商工会、その他交渉中

11．主催・

　　連絡先

大津市市民活動センター

（大津市浜大津 4-1-1 明日都浜大津１階　077－527－8661）



SDGsくるくるチャリティBOX設置協力事業所募集要項

１．開催趣旨 大津・SDGs協働支援チャリティプロジェクト 2020の啓発事業として、①大

津市内の市民公益活動団体で作られた商品等を販売し、②さらにその収益の

一部を出品団体以外の市民公益活動団体に寄付する「SDGsくるくるチャリ

ティBOX SHOP」を設置協力していただける企業・事業所を募集します。

２．期　　間 2020年 6月 1日～2021年 3月 31日

1 ヶ月以上よりお申し込みいただけます。

3 ヶ月以上のBOX設置で協賛１口とします。

３．場　　所 大津市内の事業所

事業所内の設置可能な場所をご指定ください。（申請書にご記入くださ

い。）

４． 取 扱い商品

と形状

大津市内の市民公益活動団体で、下記の項目を満たす商品

① 継続して生産している独自製品または海外支援の場合は現地生産してい

るフェアトレード製品

② 消費期限１か月以上の物

SDGsくるくるチャリティBOXの形状 270mm×370mm×300mmの箱

５ ． 設 置 ・ 納

品・補充

SDGs① くるくるチャリティ BOX 担当者（市民活動センター職員及びボラン

ティアスタッフ）が設置期間初日に事業所を訪問し、BOXを設置します。設

置・納品時、ご担当者（ご不在時は代理の方）が確認サインします

②１週間から 10日に１度程度、弊所から在庫状況についてお伺いします。ま

たは商品の在庫が切れた場合、もしくは切れそうな場合、弊所までお電話に

てご連絡ください。弊所から、該当商品生産者へ連絡し、補充します。

６．購入方法 お金を付属の貯金箱に入れ、引換えに商品を取り出してください。商品価格

は 100円単位です。おつりは出ませんのでご注意ください。その際、付属の

商品リストのうちの購入商品に日付と個数をご記入ください。

７．精算方法 ①設置期間終了後、弊所職員が事業所にて、前設置期間分の精算をします。

（訪問前、事前連絡します）その際、付属の商品リストの売上げ合計額と、

付属の貯金箱内の現金を照合します。

② 精算が終わりましたら、商品リストのチェック欄にご担当者の精算確認サ

インをお願いします。

③ 清算後、残りの商品を引き上げます。

８ ． 不良品につ

いての対応

弊所までご連絡ください。担当者を通じ、生産者に連絡を取り、対応しま

す。

９．応募方法 所定の参加申込書に必要事項を記入いただき、受付期間内に当センターに持



参、または郵送でお送りください。（FAXまたはメール可）

（１）受付

    （期　間）2020年 6月 1日～2021年 2月 28日

　　（送付・受付先）〒520-0047 大津市浜大津 4-1-1 

                      明日都浜大津１ F 大津市市民活動センター

　　　　　　　　　　　FAX　077-527-8662

                      e-Mail  moveinfo@movementotsu.com

10．後援・協力 大津商工会議所、大津北商工会、瀬田商工会、その他交渉中

11．主催・

　　連絡先

大津市市民活動センター

（大津市浜大津 4-1-1 明日都浜大津１階　077－527－8661）


