
ふりがな

活動名

その他

活動期間

活動場所
（会場名等）

（ ）

未就学児 小学生 中学生

大学生 障害者 指導者

その他１ その他２

名 名 名

参加費
（いずれか１つにチェックを
入れてください）

　有料 　無料
補足
説明

ふりがな

団体名

ふりがな

団体代表者名

電話 Email

携帯 FAX

ふりがな

担当者名

電話 Email

携帯 FAX

添付資料　　※添付する資料の内容を箇条書きで記入してください。例：企画書（A42枚以内に収めてください）、過去の活動報告書・収支決算書、アンケート集計結

連絡先

団体の活動概要・実績

共催・協賛・後援・助成・協力等の予定

応募団体について

連絡先

住所

活動の対象
（あてはまるものに
チェックを入れてくださ
い。複数可）

高校生

その他（　 ）

活動概要
（企画書を別途添付して
ください）

活動の種類
（あてはまるものに
チェックを入れてくださ
い。複数可）

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 子どもを教育する環境整備

障害を持つ子どもを対象とする活動

　　年　　　月　　　日　（　　　）　　～ 年　　　月　　　日　（　　　）　※決定していない場合は予定を記入してください

　　都　　　道　　　府　　　県　※該当するものにチェック

ソニー音楽財団　子ども音楽基金
第１回（２０２０年度）　応募用紙　書式　(1/2)

応募する活動について
助成金交付申請額

円

住所

円

子ども（１８歳未満）
対象人数

住所



ふりがな

活動名

ふりがな

団体名

年 月／日 時間

科目 内訳 科目 内訳

助成金交付申請額

計 計

収支差 円
助成金交付

申請額 円

※上記　□　（チェックボックス）　をクリックしてください。

金額（円）

助成金交付
申請額の
使途、

申請理由

0

日程 　　　　　　　　　　　　　　　　　活動内容　※今計画している中で、分かる範囲で記入してください

概要 詳細

活動概要

活動の目的
・特徴

活動の詳細

ソニー音楽財団　子ども音楽基金
第１回（２０２０年度）　応募用紙　書式　(2/2)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　予算　※計上金額の発生時の税込で記載してください。

収入

（不足分＝助成
金交付申請額を
記入し、下欄の
収支差が０円に
なるようにしてく

ださい）

金額（円）

支出

「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。
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