
2021 年

年 月 日

提出書類 ①～⑤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

※上記　□　（チェックボックス）　をクリックしてください。

補足となる添付書類（例：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。）

団体名（主催者）

代表者職名

代表者氏名 印

「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

申請活動名

助成年度

ソニー音楽財団 子ども音楽基金 助成応募届

：

事務局記入欄 ―

申請日

公益財団法人　ソニー音楽財団

　　　　　　　　　　理事長　加藤　優 様

住所（所在地）

「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。



ふりがな

団体名 円

ふりがな

活動名

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

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

【様式1】活動概要

助成交付希望額
※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。

（　　　　　　　　） 都　　　　道　　　　府　　　　県

高校生

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

対象人数
その他１（　　　　　　　　　　　　　） その他２（　　　　　　　　　　　　）

活動概要

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 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　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

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）

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）



団体名 活動名

年 月／日 時間

当基金応募歴 あり　　　　　　　　　　なし 当基金助成歴 あり　　　　　　　　　　なし

＜申請中＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　( 　　  年　　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

【様式2】活動計画及び助成応募理由

当基金から
の助成が必
要な理由

助成金交付
応募額の

使途

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

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

応募活動の
目的

　　　　※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。

実施スケジュール



（ふりがな） （ふりがな）

団体名
代表者職

氏名

電 話 番 号

F A X 番 号

E-mail

団体法人番号

団体HP等URL

団体設立年月

設立趣旨
目的
理念
等

過去の同種の
事業実績

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

総支出

自治体・財団・企業等から
の寄付金・助成金実績

担当者連絡先（当財団からお問合せする際、必ず日中に連絡のとれる連絡先と郵送物の送付先）

（ふりがな）

（ふりがな）

（電話）

（携帯）

F A X 番 号

E-mail

団　　体　　概　　要
【様式3】団体概要

（2020年    月    日現在）

所　在　地

組織体制

2019年度 2018年度

年 月

財政状況

2019年度 2018年度

所　在　地

〒

担　当　者
所属・氏名

電話番号

（団体に所属する個人の実績は記入しないこと）



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記載してください。その場合、印刷したときに1ページに収まるように調整してください。

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
希望額

円

※計上金額の発生時の税込で記載してください。

【様式4】収支予算書

予算

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

金額（円）

※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。
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