
2023 年度 記入例

年 月 日

●ご応募の前に、提出書類をご確認ください【①～⑥は必須】
① 助成応募届＜要押印＞
② 【様式1】活動概要
③ 【様式2】活動計画及び助成応募理由
④ 【様式3】団体概要
⑤ 【様式4】収支予算書
⑥ 【様式5】アンケート
⑦ 補足となる添付書類

（団体の活動等が分かるチラシ、パンフレットに準ずるもの2点まで。企画書等は不可。）

※以下の□チェックボックスに☑を入れてください

公益財団法人ソニー音楽財団
理事長　水野道訓　様

住所
（所在地）

助成年度

「ソニー音楽財団 子ども音楽基金」第４回（2023年度）助成応募届

： 2022 7 1

事務局記入欄 ―

記入日

「ソニー音楽財団 子ども音楽基金」の助成金について、下記の通り応募します。

記

活動名 プロアマ一緒に！子どものためのクラシックコンサート

東京都千代田区１－１－１

団体名
（主催者）

NPO法人△△音楽振興会

代表者 職名 理事長

代表者 氏名 音楽太郎 印

「ソニー音楽財団 子ども音楽基金」募集要項の内容をすべて理解し、内容に同意します。

こちらには記入し

ないでください。

書類の提出日を記

入してください。

団体名（主催者）を入力すると、様式1,2,4,5の団

体名の欄に自動的に入力されます。

代表者印を押印ください。

代表者印をお持ちでない場

合は、団体印及び代表者ご

自身の印を押印ください。

申請活動名に入力すると、様式1,2,4,5の活動名

の欄に自動的に入力されます。

募集要項をお読みいただき、同意して

いただける場合はチェックをお願いし

ます。チェックがない場合は、応募を

受け付けることができません。



ふりがな

団体名 円
ふりがな

活動名

活動期間
●2023年度
活動場所
（会場名等）

未就学児 小学生 中学生
障害者 指導者

名 名 名
参加費
●該当欄にチェック

　有料 　無料 補足
説明

活動概要

※活動の概要や企画・制作内容等について、詳細を具体的に記入してください。

活動の種類
●該当欄にチェック
●複数選択可

子どもを対象とする活動 経済的に困難な状況にある子どもを対象とする活動

指導者育成 子どもの教育に必要な環境の整備

障害を持つ子どもを対象とする活動 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

2023年  6月  10日　（土）　　～　2024年　2月　25日　（日）　※未確定の場合は予定を記入してください

（参加費　1,000 )円

子ども（18歳未満）

共催・協賛・後援・助成・協力等の予定　（国又は地方公共団体と共催する活動は助成の対象となりません）

協力：NPO法人ちよだ子ども音楽わくわくクラブ（活動場所、広報活動の協力）、音楽教室からの寄付（年間平均10,000円程度）

活動の対象
●該当欄にチェック
●複数選択可

対象人数
30

その他１（　　保護者等大人　） その他２（　　　　　　　　　　　　　）

30

高校生
その他（　　　　　　　　　                                 　　　　　）

【様式1】活動概要

千代田区子ども支援活動館、千代田区子ども文化センター

650,000
助成希望額（※入力しない　収支予算書より自動転記）

※団体名と活動名は1枚目の「助成応募届」に入力したものが自動的に転記されます。

NPO法人△△音楽振興会

プロアマ一緒に！子どものためのクラシックコンサート
プロアマいっしょに！こどものためのクラシックコンサート

（　東京　） 都　  　道　  　府　  　県

えぬぴーおーほうじんえすえむえふおんがくしんこうかい

こちらには入力しないでくだ

さい。様式4の収支計算書

の「助成金交付希望額」より

自動的に入力されるように

なっています。様式4を先に

作成し、希望額を確定してく

ださい。

こちらには入力しないでください。助成

応募届から自動で入力されます。

こちらには入力しな

いでください。助成

応募届から自動で

入力されます。



団体名 活動名

年 月／日 時間
2023年 6月10日 11:00-12:00
2023年 8月27日 11:00-12:00
2023年 10月1日 11:00-12:00
2023年 12月17日 14:00-15:00
2024年 2月25日 未定（調整中）

　※ありの場合は以下にチェックを入れてください。

第1回（2020年度）　　

                   あり　　　　　　　なし　　

実施スケジュール（2023年4月1日～2024年3月31日）
※今計画している中で、できる限り具体的に記入してください

第3回　プロアマ一緒に！子どものためのクラシックコンサート

千代田区子ども支援活動館 第4回　プロアマ一緒に！子どものためのクラシックコンサート

千代田区子ども文化センター 第5回　プロアマ一緒に！子どものためのクラシックコンサート

千代田区子ども支援活動館 第2回　プロアマ一緒に！子どものためのクラシックコンサート

千代田区子ども文化センター

【様式2】活動計画及び助成応募理由

※当基金から助成を受けた場合の使途について、具体的に記入してください。

当基金から
の助成が必
要な理由

※当基金からの助成が必要な理由について、具体的に記入してください。

助成金交付
応募額の

使途

千代田区子ども支援活動館 第1回　プロアマ一緒に！子どものためのクラシックコンサート
会場 詳細（公演名・活動の概要等）

活動により
期待される

効果

　　　　※団体名と活動名は1枚目の「助成応募届」に入力したものが自動的に転記されます。

NPO法人△△音楽振興会 プロアマ一緒に！子どものためのクラシックコンサート

応募活動の
目的

※活動の目的について具体的に記入してください。

＜申請中＞　子ども救済教育基金　　             　( 2023年 1月 頃　決定）

＜決定＞

他助成への応募状況
（右枠に申請している団体を

明記ください）
　　あり　　　　　　　なし

当基金応募歴
　　あり　　　　　　　なし

第2回（2021年度） 第3回（2022年度）

当基金助成歴

※本活動を行うことにより、期待される効果について、想定し記入してください。

日時や時間、会場等が確実に決まって

いない場合は、想定で記入ください。



【様式3】団体概要

（ふりがな） （ふりがな）

団体名
代表者職
氏名 理事長　音楽太郎

電 話 番 号

F A X 番 号

Email

法人番号

ウェブサイト

Facebook

Twitter

Instagram

その他

設立年月

設立趣旨
目的
理念
その他

活動実績

役員数

常勤職員数

非常勤職員数

その他協力者・団体等

総収入(円）

総支出（円）

自治体・財団・企業等から
の寄付金・助成金実績

主な所属者
氏名

担当者連絡先（日中に連絡のとれる連絡先と郵送物の送付先）※当方からは以下記載の方へご連絡します。

（ふりがな）

（ふりがな）
（電話）

（携帯）

F A X 番 号

Email ongaku2＠kyoushitsu.co.jp

同上
090-0000-0000

（団体に所属する個人の実績は記入しないこと）

所在地
〒
同上
じむきょくちょう　おんがくはなこ

担当者
所属・氏名

事務局長
音楽花子

電話番号

同上

財政状況

2021年度 2020年度
1,250千円 1,500千円
2,500千円 2,000千円

30千円 35千円

3団体、1名

2000年　　　　　4月
※団体の設立趣旨、目的、理念等について記載してください。

※今回の応募と同様の過去実績について、具体的に記載してください。（形式自由）

2名 2名
2名 3名
1名 1名

音楽太郎、音楽花子、鈴木歌、後藤響、山田弦

1234567891012

団　　体　　概　　要
（2022年 7月  1日現在）

えぬぴーおーほうじん△△おんがくしんこうかい

NPO法人△△音楽振興会

りじちょう　おんがくたろう

所在地
〒100-0000
東京都千代田区１－１－１

03-0000-0000
03-0000-0001

ongaku＠kyoushitsu.co.jp

組織体制

2021年度 2020年度

3団体

団体の活動状
況が分かる
ウェブサイ

ト・SNS等の
リンク先
（URL）

https://www.smf.ongakushinkoukai.or.jp/
https://www.facebook.ongakushinkoukai.or.jp/
開設準備中
https://www.instagram.ongakushinkoukai.com/
なし

必ず連絡が取れる担当者の方の連絡先

（自宅でも可）を記入してください。こちら

に記載の方にご連絡いたします。住所等

が同じ場合は、同上と記入してください。

団体に所属している方の御名前を記入してください。

全員分の記入が難しい場合は、役職者および活動に

関係のある方の御名前を一部抜粋し記入してください。



※記入例を必ずご参照ください。

団体名 活動名

※数字は全て半角で入力してください。
スペースが足りない場合は欄を増やしてご記載いただき、印刷時に1ページに収まるようご調整ください。

科目 内訳 金額（円） 科目 内訳 金額（円） 団体所属者への
支払い金額（円）

650,000 会場費 施設ホール代8万×5回 400,000

478,040 ピアノ使用等付属設備費 75,000

参加費 1,000円×60名×5回 300,000 ピアノ調律費2万×5回 100,000

各音楽教室か
らの協力費

1件10,000円×3件 30,000 出演費 交響楽団弦楽＆木管アンサンブル2万円×
5名×5回

500,000

繰越金 前年度より繰越金 26,000 楽器運搬費 48,000

交通費 出演者交通費1人往復2,250円×8名×5回 90,000

広告宣伝費 地元新聞への出稿 50,000

チラシ作成・印刷費 55,000

SNS広告 5,000

HP作成 20,000

業務委託費 舞台監督 1万×5回 50,000

音楽費 音楽著作権使用料 30,000

会議費 打ち合わせ飲食代 10,000

人件費 当日スタッフ 3千円×2名×5回 30,000 30,000

通信運搬費 会場への備品送付代 5,000

印刷製本費 当日プログラム制作費 15,000

租税公課 契約書における印紙代 600

支払手数料 銀行手数料 440

収入計 1,484,040 支出計 1,484,040 30,000
※計上金額の発生時の税込で記載してください。

0

助成希望金額 650,000

※色のついているセルは自動計算になりますので、直接入力しないでください。

収支差
※※この部分には直接入力しないでください。収支差が0になるようにしてください。

予算

収入 支出

助成金希望額
※右記金額覧に直接記入してください。

【様式4】収支予算書

※団体名と活動名は1枚目の「助成応募届」に入力したものが自動的に転記されます。

NPO法人△△音楽振興会 プロアマ一緒に！子どものためのクラシックコンサート

団体自己負担額
※団体の自己負担額がある場合。ない場合は0と記入。

今回の助成希望額をこちらに入力してください。

助成金額は百の位までが0になるよ

う記入してください。
（例）1,234,000円〇

団体の自己負担額がある場

合はこちらに入力してくださ

い。ない場合は0円と記入し

てください。

※団体自己負担額等で全体

の収支差が0円となるように

ご調整ください。

収支差が０円になっているか必ずご確認く

ださい。こちらは自動計算になるため入力し

ないでください。

こちらは自動計算になるため入力しないでください。

収入と支出の合計額を一致させてください。

支出のうち、団体所属者への支払いがある場合

は該当の欄のみ記載してください。
例）団体所属者が自ら出演する場合の出演費 等

すべて外部への支払い予定の場合は空欄になります。

当日の公演の運営を行う際

の人権費など、団体の所属

職員への支払いが発生する

場合は、このように記載してく

ださい。



団体名 活動名

●ご質問1：「ソニー音楽財団 子ども音楽基金」は何でお知りになりましたか？以下にチェックを入れてください。（複数回答可）

子ども音楽基金ウェブサイト

募集パンフレット／入手先

　　A: NPOセンター関連施設 　        　　 　　       B:社会福祉協議会

　　E:その他 【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

助成金情報サイト　

　　A: 日本財団CANPAN 　　　　 　　

　　D:ネットTAM　　　　 　　

　　F:その他 【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

メールニュース

　　C:その他 【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

ご紹介

　　A: 団体関係者　　　　　　B:選考委員  　 C:知人・友人 　D:ご家族

　　E:その他 【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

その他

●ご質問2：普段はどのように助成情報を得ていますか？（〇〇のウェブサイト・メール・SNS・機関誌・団体から等、出来るだけ具体的にお教えください）

●その他：ご意見・ご要望等ございましたら、以下にお書き添えください。

子ども音楽基金Facebook　             子ども音楽基金YouTube　　　　

【様式5】アンケート
　　　　※団体名と活動名は1枚目の「助成応募届」に入力したものが自動的に転記されます。

NPO法人△△音楽振興会 プロアマ一緒に！子どものためのクラシックコンサート

よりよい助成事業運営のため、以下のアンケートにご協力をお願いいたします。
回答結果は非公開とし、本目的以外の使用はいたしません。

【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

C:東京ボランティア・市民活動センター D:ダイレクトメール 　

B: 東京ボランティア・市民活動センター C: 助成財団センター

        E: 全国劇場・音楽堂等総合情報サイト

　　A: 日本NPOセンター　　　　　　　 　　　B: 社会福祉協議会　
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