市民公益活動基金愛称（案）一覧
※記入内容は、原本と同一の文言を用いています。
Ｎｏ．

愛称

愛称の意味・理由

1 あい（愛）

人々の愛の集結が、すてきな地域をつくるのです。愛は心の結晶です。
愛情のタマゴ（アワエクシャン
皆さんのあたたかい気持ちと大きな手と手を心合せて愛情で基金あつめの生み出すアイデアの
2 エッグ）
場所強く強調した名称です。
私の地区にもいろいろな寄附を集めています。少しでも役立てばと思い寄附金だったり、使わ
ない物など寄附していますが、私たちの小さな思いやり、愛が集まれば、大きな思いやり、大
3 愛善ちゃん
きな愛へと変わります。
愛情の愛（あい）、善意の善（ぜん）を合わせて愛善ちゃんとつけました。
この基金は地域社会の公益活動を、善意の市民や企業がともに支え合うことから生まれた活動
4 あいてらす基金
資金です。このことから愛で地域を照らすとの意味で愛称にしました。
みんなで愛の手を広げようという意味です。
5 愛の手
伝書鳩のその性質のように、寄附金は市民のために、安全な町づくりに使用されるものである
6 “愛の伝書鳩“”セーフティ基金 との趣旨に基づいて、考えてみました。
愛・相（あい）を込めて募（も）るの意味
7 あいも君
善意からみのる基金なので心温まる語呂・語感が良いと考えました。「あったかい」を「あっ
8 あったか基金
たか」にて親しみやすいようにしました。
みんなのあたたかい善意からはじまる。地域社会に親しまれる名まえです。
9 あったか基金
地域の為に活動して下さってる方々に感謝を伝える為の基金であると理解しましたので素直に
10 ありがとう基金
「ありがとう基金」はどうかと思い応募させて頂きました。
あなたの暖かい寄附金が小さくとも善意の塚を構築する。
11 アリ塚ファンド
ALL LOVE PEOPLE(みんなの愛を人々へとの想いを込めて考えました。）カタカナなら親しみや
12 ALP（アルプ）
すく覚えてもらえると思います。
安心安全な街づくり活動をすると言うことなので、それを愛称にしました。
13 安心・安全な街づくり基金
市民や企業など多くのみなさんの善意を「愛」と表現し、寄付金の積み立てを「貯金箱」と親
14 いろいろ役立つ「愛の貯金箱」 しみやすく表現しました。公共・公益的な事業への助成金としていろいろ活用されているので
サブタイトル的に「いろいろ役立つ」とつけてみました。
文字通り市民の愛する基金であること
15 ウィーラブ基金
みな様の善意の基金で町がうるおい豊かにしていく事業に役立てる
16 うるおい基金
大阪のさりげない言葉「ええやんか」のつべこべ言わず即やろうという意味が好きだから
17 ええやんか善意金
一人一人のやさしい気持が笑顔を咲かせる種。最初は小さな種でもたくさんの人が植えていけ
ば、そこには大きな、笑顔の花を咲かせたお花畑ができる。そのきれいなお花畑を見た人も笑
18 笑顔種（えがおダネ）
顔になれる。たくさんの笑顔を見たいから自分も募金という形で種を埋えたい・・・という思
いでつけました。
（笑って負担）しあえるような関係であることから
19 笑（え）みたん
M(みんなから) M(みんなのためにおくられた) M(みんなのお金) という意味
20 MMM（エムエムエム）
みやすく、わかりやすくでMMM
市民の創意によって出来る様々なサービスやシステムが皆にとって「ありがとう」って心から
21 おおきにバンク
いえる基金にしたいという思いから名付けました。
お金は心市民がこぞって１対感 理由としては金がくにかかわらず何に人々の心のわをもってほしいです観光いらしたかたにも
22 つなげよう市民公益活動基金 ふるさとがえりの人も私は市民公益活動基金みんなの心の手から・はじめよう。
「困った時はお互い様」という気持ちで活動をしてほしいです。
23 おたがいさま基金
おたがいさまという気持が大好きな人です
24 おたがいさま基金
公共、公益事業をたすけるのに役立つ基金ということでおたすけと名付けました。
25 おたすけ
たす
企業を含めた市民の為に町の安全・安心の為に使うものだからお互いを助けられたりとその為
26 お助け基金
の積み立て金だから
豊中市のよりよい街づくりに市民全員がお互いに思いやりと助け合いの精神で基金への寄付金
協力を行うことによって市民が自らの手で、住みよい街づくりに積極的に参加して行こうと言
27 思いやり一杯の街づくり基金
う趣旨で、この愛称を考えました。
みんなでお金を出し合って、助け合って街を作っていく思いをこめました。
28 思いやり基金
市民公益活動を地域が支えるということで
29 思いやり基金
基金というより投資（将来への無償の投資）
30 おもいやり投資
豊中市の木がキンモクセイという事で英名でオレンジオリーブと言われることから考えまし
31 オレンジ基金
た。また、オレンジは暖かいイメージがあり親しみやすいと思うので。
ローマ神話に出てくる女神で「人間生活の保護女神」と言われている様です。安心・安全なま
ち作りやイベントはまさに人間生活に必要な物、逆から読むと「ナルカ」で公益活動がナル様
32 カルナトヨ
に軽くない（カルナイ）地域社会を支え推進していける名前だと思い考えました。プラス豊中
のトヨです。
きん
33 きーん
基金の金をとって長くのばしました。金の意味です。
きみ
公益の公をとって
34 公ちゃん
35 「きらきら★みんなの明日」基金 市民が自分達の明日の為に使う基金である事をわかりやすく表現してみました。
きんもくせいは豊中市の木の名前です。この基金を、みんなで育てて大きくなる木と重ねてイ
36 きんもくせいファンド
メージしました。
基金の積みたて＆使いみちがクリアであること。また、覚えやすく、親しみを感じる表現であ
クリア
37
るため。
たんぽぽの綿のように、遠くまで、いろいろな人のところへ愛を運んでいきます。
38 公益基金たんぽぽのわた
市民や企業の共同の基金
39 コミュニティファンド
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40 こゆび基金
41 ザ・チームTOYONAKA
42 ささえ愛基金
43 ささえ愛基金

44 ササエさん・Sasaesan
45
46
47
48
49
50

しあわせ★すぱいらる
しあわせの輪
幸せばんざい
市活金
しこーき
シビル

51 市民心の輪
52 市民たすけあい金
53 市民の“どだい”
54 すっきやねん（基金）
55 すまいる基金
56 スラクム基金
57 たすけ愛
58 たすけあい基金
59 助け合い基金
60 たすけあいハート基金
61 助け合いファミリー
62 タスケル・マン
63 民力（タミリョク）
64 たんぽぽ
65 たんぽぽ基金
66
67
68
69
70

TEAMピース
チャレンジファンド豊中
あい

つなげ愛募金
つなごう絆
つみき

71 DC基金
豊中 friend ship（とよなかふれ

72 んどしっぷ）

73 豊中あいあい基金
74 豊中愛のハート基金
75 とよなかあみぃご基金
76 豊中いきいきファンド
77 豊中お互いさま基金

78 とよなか元気基金

愛称の意味・理由

小指ほどのちょっとした善意で参加できることをアピール。また、小指は指切りで使うように
約束、信頼のイメージもある。活動に参加する人を「こゆびと」と称して募集しても面白そう
だなと思いました。
皆が協力し合い大きな事業ができるようチームワークで、まとまった市にしたいという意味
市民の皆さんの愛情と善意で、公益活動を支える事から分かりやすく覚えやすい愛称にしまし
た。
この基金の特徴である"自主的な社会貢献活動"を支えていくには、多くの方々の善意の寄附に
よる"ささえ愛"によって成り立っていると思います。そのイメージを内外に広く、アピールす
る為に名付けました。
何処かで聞いたような気がする名前ですが、漫画の（サザエさん）とは違います。
「ササエさん」は支える人達。「ササエさん」は支えられる人達。「ササエさん」は支えられ
て支える人達になった人達。「ササエさん」は心のやさしい大勢の人達。
「ササエさん」は覚えやすく、分かりやすく、親しまれて基金の目的が伝わります。
寄附金が色々な所に使われて幸せが皆に回って行くという意味
幸せになって「ばんざ～い」と叫びたい！！
活動を活発にするお金として、利用していただきたい。
市民公益活動基金の省略。
civic（市民の）civil（市民） これから命名しました
市民が助け合いの精神で基金に協力できるよう、また、その支えあいがどんどんつながって輪
になってくれるよう願いをこめて付けました。
寄附金でみんなが安全に楽しく住めるまちづくりをして欲しいと思い付けました。
基金・寄附金を善意により積み立てて、様々な場所へ活性される。つまりその「基り（もとづ
くり）」は“どだい”という磐石な堅固な響きで実践力のエネルギーをイメージして名づけま
した。
大阪弁で「好きです」の事を「すっきやねん」と言うみたいなので、使ってみました。親しみ
ある響と大阪の方たちの人柄がこの言葉に含まれていると思いました。世話好きで人が好きな
大阪ならではの言葉をそのまま使い、覚えやすいと思いますよ。
この市民公益活動基金は、善意の市民や企業がともに支え合うことから生まれ、地域に笑顔を
もたらすとの意味で愛称にしました。
「みんなで腕を組み助け合い応援していけるように」という意味でつけました
皆のくらしの助けになるよう・・・愛ある基金、たすけ合いの意味で。
みんなでお金を出し合って、助け合って街を作っていく思いをこめました。
寄附金を出す人も助成金を受け取る団体も、そして活動を実践する人たちも、すべての皆さん
が「助け合いの気持」「お互いさま」で結ばれた活動企画である。
「市民公益活動基金」は、正に人がお互いのハート（心）をもって、たすけあう基金だと思い
ました。
今の世の中では、皆で心から助け合わなければ、何も良くはならない。全ての人が全ての人を
家族のように思ってほしいから。
語呂も良く、子供から大人まで解りやすく愛着のわきそうな名前だと思います。
市民の力になる基金であることを願ってつけました。
親しみやすく、ぽかぽか暖か 春のイメージが合っていると感じたから。
たんぽぽのタネは風に乗り運ばれ、そして花を咲かせる。この基金もたんぽぽのタネの様に
人々に飛んで行き笑顔を咲かせるタネになって欲しいと願いを込めて
平和を目指して良い感じに使われるといいなと思いまして。
この基金が市民活動が社会を変革するためのチャレンジのきっかけとなりますように。
皆さんの募金を（愛情）をつなげ合う活動としてこの愛称にしました。
皆の気持ちが絆となってたくさんの人につなげてほしいから
積木のように市民の善意で積み立てた基金という意味。
ゆめのあるまちづくりを目的とし、dream（夢）とcity（街・都市）の頭文字を採ってこのよ
うな名称にしました。
friend shipとは、英語で「友情」という意味です。みなさんの善意による寄附金は、まさし
く友情そのものです。活動に参加する人々が、みな「友への情」を持ち、そしてその輪を広げ
ていく・・・。強い友情で、この基金が成り立っていくのです。
本基金の趣旨である、多くの人々のふれ合い、助け合い支え合いの基金であること、多くの
人々への愛を持って相互に協力し応援する基金であるという意味から、「合い」「愛」「相」
をかけて名付けました。
市民や企業の、豊中市を思う、愛のこもった善意の寄付金であるので。
豊中市のみんなが仲間として助けあっていけたらいいですね
豊中市のいきいきした未来を創り、夢を広げる基金。
人は1人では生きてはいけないので「お互いさま」の心が大切だと思います。「公益活動募
金」とはその「お互いさま」の心が形になったものだなぁと感じたので、このような愛称にし
ました。
「元気」は市民公益活動が活発に行われる様、元気に行われる様子をイメージしています。
豊中市の皆さんからの善意の寄付金を積み立てて、NPO、自治会、事業者等が行う公共・公益
的な事業への助成金としての市民公益活動基金の愛称であり、豊中市の市民公益活動を活発
に、元気にするための基金という意味を込めて、この名前を考えました。
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愛称の意味・理由

「げんき」は元気の意味で、市民公益活動が活発に行われる様、元気に行われる様子をイメー
ジしています。
豊中市の皆さんからの善意の寄付金を積み立てて、NPO、自治会、事業者等が行う公共・公益
79 豊中げんき基金
的な事業への助成金としての市民公益活動基金の愛称であり、豊中市の市民公益活動を活発
に、元気にするための基金という意味を込めて、この名前を考えました。
この基金で豊中の市民活動が活発になりまちが元気になりますようにとの思いを込めました。
80 とよなか元気づくりファンド
「ファンド」は基金や資金を意味する英語のfundです。「元気」は活発に行われる様をイメー
ジしています。豊中市の皆さんからの善意の寄付金を積み立てて、NPO、自治会、事業者等が
81 とよなか元気ファンド
行う公共・公益的な事業への助成金としての市民公益活動基金の愛称であり、豊中市の市民公
益活動を活発に、元気にするための基金という意味を込めて、この名前を考えました。
「ファンド」は基金や資金を意味する英語のfundです。「げんき」は活発に行われる様をイ
メージしています。豊中市の皆さんからの善意の寄付金を積み立てて、NPO、自治会、事業者
82 豊中げんきファンド
等が行う公共・公益的な事業への助成金としての市民公益活動基金の愛称であり、豊中市の市
民公益活動を活発に、元気にするための基金という意味を込めて、この名前を考えました。
市民が幸せになるための基金と考えこの名前にしてみました。
83 豊中幸福基金
84 豊中こよなく愛したい豊なっくん 若人からお年寄りまで幅広くわかってもらう為にわかりやすい愛称にしました。
基金を有効利用し花を咲かせると例えて名前を考えてみました。
85 豊中さくら基金
基金を有効利用し花を咲かせると例えて名前を考えてみました。
86 豊中サクラ基金
基金を有効利用し花を咲かせると例えて名前を考えてみました。
87 豊中桜基金
誰でも解り易い様に短く
88 豊中サポート基金
豊中市民が心さわやかに活動することを支援する基金。
89 豊中さわやかファンド
市民が幸せになるための基金と考えこの名前にしてみました。
90 豊中しあわせ基金
市民が幸せになるための基金と考えこの名前にしてみました。
91 豊中幸せ基金
豊中市が中心となっているように思えたので豊中市を頭に、安心安全は、現代社会の中でだれ
92 豊中市安心安全基金
もが思う事だと思うので。
豊中市を基金によりより良くしていこうと言うことで、愛称を考えてみました。
93 豊中市活性基金
豊中市を基金によりより良くしていこうと言うことで、愛称を考えてみました。
94 豊中市貢献基金
今の時代こそ二宮尊徳さんの精神が生かされるのではないでしょうか 徳川幕府の時には農村
救済藩政の立てなおし世の中につくし又各小学校においても二宮尊徳さんの銅像があり小学生
95 豊中市尊徳（金次郎）基金
から大人になるまで理解しやすいと思います。
豊中市民が公益活動することを支援する基金。
96 豊中市民ファンド
豊中市を基金によりより良くしていこうと言うことで、愛称を考えてみました。
97 豊中市を愛し育てる基金
意味はとかくありません。只、豊中市の発展を願い敢えて名称に豊中を使ってみました。
98 豊中振興財団
市民が幸せになるための基金と考えこの名前にしてみました。
99 豊中スマイル基金
きん
豊中の善意を必要としている人や事業に助ける意味を込めて「たすく金」としたい。
100 豊中たすく金
大阪弁で善意の助け合いをストレートに表現しました。
101 豊中助け合いまっせ
豊中市で行われている公益活動基金であることをアピールする為。
102 豊中チャリティー基金
仲良く安心して暮らしていくための基金
103 豊中なかよし基金
なないろの色が重なっているようにみんなの寄附金も、住みよい町づくりのために積み重なり
104 豊中なないろプラン
豊中市民オリジナル色の虹の掛橋を掛ようとゆう意味です。
豊中の人々の輪がよりよい地域社会を作ることができるという意味を込めました。
105 豊中の輪
公益という言葉から親しみやすさを感じる名前を考えてみました。
106 豊中ハート基金
（活気ある、不可欠な基金） 明るく力強いものがいいなと思いました。
107 TOYONAKAバイタルファンド
豊中市の皆さんが世界を幸せにできるように名付けました。
108 豊中ハッピー基金
市民が幸せになるための基金と考えこの名前にしてみました。
109 豊中ハッピー基金
110 とよなかピープルしあわせネット 豊中市民が中心となり、よりよい生活のために活動するつながり。
この基金がいろいろな意味で豊中を広く、拓き、啓くことでより住みやすいまちになるように
111 豊中ひらくファンド
との思いを込めました。
「豊中」という市の名前から、豊かさが満ち溢れている素敵な街をイメージしました。そんな
豊満な街に誕生する基金なのですから、きっと幸せ一杯で身も心も膨よかなものになることで
しょう。そういう思いを込めて、「福よか」という言葉を使ってみました。市民の皆さんに親
112 とよなか福よか基金
しまれる、素晴らしい愛称が付くと良いですね。この基金の大いなる成功と豊中市の更なるご
発展を、心からお祈り致します。
自発的活動により、市民同志がふれあうことで、地域が活性化し、人と人のつながりが強固に
113 豊中ふれあい基金
なることを願ってつけた名前です。
豊中市民が心豊かに交流する活動を支援する基金。
114 豊中ふれあい基金
豊中市民が心豊かに交流する活動を支援する基金。
115 豊中ふれあいファンド
豊中市民が助け合いの仲間である事を願ってます
116 とよなかま
豊中市の為に真剣につくし、市民の為に役立てる資金。
117 豊中まごころ基金
市民に豊中をより良い、住みやすい市につくりあげていこうと呼びかける名。
118 豊中まちづくり基金
この基金が豊中の未来をひらく一助となりますようにとの思いを込めました。
119 とよなか未来ファンド
わかりやすく親しみを感じるでしょ？
120 豊中みんなの基金
豊中における市民公益活動による夢の実現を応援する基金をイメージしました。
121 とよなか夢応援ファンド
豊中市の未来を創り、夢を広げる基金。
122 とよなか夢基金
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愛称

123 とよなか夢基金

124 豊中ゆめ基金

125
126
127
128

豊中ゆめづくり基金
豊中ゆめづくりファンド
とよなか夢ファンド
豊中夢ファンド

129 とよなか夢ファンド

130 豊中ゆめファンド

131 豊中ゆめみっくすファンド
132 とよなかんぱ
133 トヨナコード
134 とよハートフル基金
135 とよみん基金

136 とよみんファンド

137 とよみん夢基金

138 とよみん夢ファンド
139 なかま
140 なかよし

141 虹のまち

142 ぬくもり応援隊
143 ハート・エイド基金
144 ハート・フル・ボランティア基金
145 ハートウォーミング基金
146 ハートの種（はあとのたね）
147 はぁとふえる基金

愛称の意味・理由

「夢」は市民公益活動への夢をイメージしています。
豊中市の皆さんからの善意の寄付金を積み立てて、NPO、自治会、事業者等が行う公共・公益
的な事業への助成金としての市民公益活動基金の愛称であり、豊中市の市民公益活動を活発に
するための基金、市民公益活動への様々な夢を実現する基金という意味を込めて、この名前を
考えました。
「夢」は市民公益活動への夢をイメージしています。
豊中市の皆さんからの善意の寄付金を積み立てて、NPO、自治会、事業者等が行う公共・公益
的な事業への助成金としての市民公益活動基金の愛称であり、豊中市の市民公益活動を活発に
するための基金、市民公益活動への様々な夢を実現する基金という意味を込めて、この名前を
考えました。
豊中市民の夢を創造する基金。
豊中市民の夢を創造する基金。
豊中市の未来を創り、夢を広げる基金。
豊中市の未来を創り、夢を広げる基金。
「ファンド」は基金や資金を意味する英語のfundです。「夢」は市民公益活動への夢をイメー
ジしています。豊中市の皆さんからの善意の寄付金を積み立てて、NPO、自治会、事業者等が
行う公共・公益的な事業への助成金としての市民公益活動基金の愛称であり、豊中市の市民公
益活動を活発に、元気にするための基金という意味を込めて、この名前を考えました。
「ファンド」は基金や資金を意味する英語のfundです。「ゆめ」は市民公益活動への夢をイ
メージしています。
豊中市の皆さんからの善意の寄付金を積み立てて、NPO、自治会、事業者等が行う公共・公益
的な事業への助成金としての市民公益活動基金の愛称であり、豊中市の市民公益活動を活発
に、元気にするための基金という意味を込めて、この名前を考えました。
マッチング・ギフト方式を念頭に、支える側と支えられる側との夢を融合させ、幅広い分野で
活力あるまちづくりを進めていくイメージを表現しました。
「豊中」と「カンパ」を組み合わせました
豊中と仲人を組み合わせ、カタカナにした事により、コードで繋がりを強く意識した。
「とよ」はとよなかのとよ、「ハートフル基金」は温かいこころでいっぱいの基金、という意
味です。
「とよ」は豊。「みん」は民。を意味しています。
豊中市の皆さんからの善意の寄付金を積み立てて、NPO、自治会、事業者等が行う市民公益活
動基金の愛称であり、豊中市の市民公益活動を活発にするための基金、市民公益活動への様々
な夢を実現する基金という意味を込めて、この名前を考えました。
「とよ」は豊。「みん」は民。「ファンド」は基金や資金を意味する英語のfundです。
豊中市の皆さんからの善意の寄付金を積み立てて、NPO、自治会、事業者等が行う市民公益活
動基金の愛称であり、豊中市の市民公益活動を活発にするための基金、市民公益活動への様々
な夢を実現する基金という意味を込めて、この名前を考えました。
「とよ」は豊。「みん」は民。「夢」は市民公益活動への夢をイメージしています。
豊中市の皆さんからの善意の寄付金を積み立てて、NPO、自治会、事業者等が行う市民公益活
動基金の愛称であり、豊中市の市民公益活動を活発にするための基金、市民公益活動への様々
な夢を実現する基金という意味を込めて、この名前を考えました。
「とよ」は豊。「みん」は民。「ファンド」は基金や資金を意味する英語のfundです。「夢」
は市民公益活動への夢をイメージしています。
豊中市の皆さんからの善意の寄付金を積み立てて、NPO、自治会、事業者等が行う市民公益活
動基金の愛称であり、豊中市の市民公益活動を活発にするための基金、市民公益活動への様々
な夢を実現する基金という意味を込めて、この名前を考えました。
豊中市というなかがあいだということで。
豊中市ということで、中（仲）がよいのがいい。
人は七色の虹を見ると、すべてを忘れて夢と希望が湧いてくるものです。伏して地を見れば生
存競走の人人人の荒波にさらされています。人間一人では活きてゆけないのが哲理だと思いま
す。すべての人々がその分に応じて公益に資するという事はとてもすばらしい行為だと思いま
す。御当局が、このすばらしい行事を実行されていることはとてもすばらしい事であり、21世
紀の歴史の審判に必ずや、花をかざる事は必じょうではないでしょうか。極度の資本主義社会
の未成じゅくの由に起きた現今の社会のゆきづまりに思いをはせる時、この助け合いの理念は
益こその必要性が叫ばれてくるのは、万物のれい長としての人間の必然の華昇ではないでせう
か。遇論を謝す。
ボランティア等愛が必要でそれを応援する意味あいのものです。
多くの人の善意をあらわす「ハート」と助け合うという意味の「エイド」を組み合わせまし
た。
一人一人市民が思いやりをもち、その思いやりの心（ハート）がたくさん（フル）集まって、
少しでも多くの人がボランティア精神をもった結果、安心・安全なまちづくり活動、国際理解
教育や地域活動化イベントに活性化できたらいいなと思い、この、ハート・フル・ボランティ
ア基金と名付けました。
そのものズハリ、みんなの善意で心が温かくなるという意味です
基金ははじめは、小さな種のようなものだけど、やがてみんなの役に立ち、心温まる大きな木
や花、実になるように大きく育って欲しいという意味。
やさしさが増えるようにつけました
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市民公益活動基金愛称（案）一覧
※記入内容は、原本と同一の文言を用いています。
Ｎｏ．

愛称

愛称の意味・理由

はぁとふる とよなっか～ず（基 温かい心（ハート）があつまりふれあえる街のイメージ。皆さんが街の一員であり市民によっ
148 金）
て街も育っていく！！
多くの人のあたたかい気持ちの基金なので「心のこもった」という意味のハートフルを使いま
149 ハートフル基金
した。覚えやすくていいと思います。
市民一人一人の心のこもった活動に使われる基金と言う意味を込めました。
150 ハートフル豊中
基金に賛同し寄付をするには愛情が豊かでなければできないことです。
また基金はそれを公益活動へ助成金として支出します。それによって行われた公益活動の利益
は基金に賛同した市民等が受け取ります。実際の銀行ではないけれどもこういった基金は一種
151 ハートフルバンク
の社会的銀行ともいえるのではないでしょうか。市民の愛情を受け取り、それらを公益活動に
助成することによって返す心のこもった活動をして欲しいという意味で、ハートフルバンク
（心のこもった社会的銀行）としました。
みなさんの善意のハートを受け取る意味です。
152 ハート募金
この基金の活動を通じて社会に丸い幸わせの良循環が出来るという意を込めて
153 ハッピーサイクル
皆で分かち合って幸わせの為に使いましょうと祈りを込めました。
154 ハッピース
この社会を基金の作業を通じて結果に平らな和やかな世の中にと祈りを込めました。
155 ハッピハッピー
はなばたけ
種をまいて、水をやって草をぬいて、皆の力を合わせて世話をしてこそ花が咲いて広がってい
156 花畑
くというものです。
つなぐコネクトと幸せのハッピーを混合し、「ハピコネ」ではどうでしょうか。
157 ハピコネ
基金のおかげでみんなが“幸せだなぁ”と思えるように・・・の意味を込めて、名付けてみま
158 ハピナ
した。
パブリック（公共）とラブリー（愛）から付けました。
159 パブリー
公の、公共の、という意味の英語publicを文字って
160 パブリー基金
その意味は「公益」ということになります。募集の際の参者欄記事に合致しますね。
161 パブリック・ベニフイ
・市花である「バラ」をもとに名付けました。
・企業や市民の方々の寄附金で支えられる基金を、お日さまや水によって育てられる花になぞ
らえました。
162 バラ基金
・企業や市民の方々の善意や寄附金が、お日さまの光や、水であり、「基金」が「花」という
ことです。
「晴天」のイメージ。明るさを全面に押し出そうと思いました。
163 はるぱす
仏語でふうせん
164 バロン
夢を乗せてどこまでも飛んでほしいという気持ち。
パブリック（公共・公益）ファンド（基金）の略。言いやすく覚えやすい簡単な語だと思いま
165 パンド
す。
ぴぃ～す＝Ｐｅａｃｅ、平和、調和の語源と、Ｐｉｅｃｅ、１つの、などのような語源 ２つ
のぴぃ～すの意味を込めました。そんなぴぃ～すな人々の善意な気持ちや考え１つ、１つが団
体、事業に生かされてほしいと思います。
166 ぴぃ～す ぱれっと
ぱれっと＝独特の色彩、絵の具をのせるパレットの語源です。ぱれっとは助成された団体や事
業のことを指します。たくさんの有益な活動が地域のために生かされ、さらに素敵に色どられ
ていくといいなという思いを込めました。
ボランティア、国際理解教育などの（ボ＝B 町＝M 国際＝K）安全な町づくり、わかりやす
い意味でローマ字であらわす。
167 ＢＭＫ基金
外国人さんたちも基金とわかりやすい、ローマ字のほうがおぼえるのがカンタンだと思いま
す。
皆様の幸福を祈念して
168 ピース
皆してお互いにこの協力を通じて平らで和やかな社会を作ろう
169 ピースピース
皆で分かち合って幸せに成りましょうとの祈りも込めて名付けました。
170 ピースフル
「市民、企業のみな様の温かい善意のもとに」と言うことで。シンプルな方が、ご年の方にも
171 Pハート（ピープルハート）
分かりやすくて良いと思います。（ハートは子供にも分かりますし）
人々の力で活動されているので
172 ピープルパワー
人々（People）という意味とサイレンからイメージ、救援、救済をかけました。
173 ピーポー
みんなの愛、みんなのハコでみんながしあわせになる
174 ひとくちワンラブ
ま ち
この基金がめざすところは、市民活動を通して人と人がつながり、力を出し合って市民自治の
175 人のつながる豊中ファンド
まち豊中になりますように、と思いを込めて。
そのまま「人の輪」。皆が手を繋いで輪になるイメージから。地域社会の支え愛を表現した。
176 ひとのわ倶楽部
太陽は世界で平等なエネルギー、暖かな日差しで人、動物、植物にパワーを与えるそんな太陽
を連想させる花、「ひまわり」太陽があれば元気になる様にみんなが幸せになるようにと願い
177 ひまわり基金
を込めて。
心を開いて愛情のある手を差し伸べる
私自身今、心の病と戦っています。人の心に触れ、手を差し伸べられ心を開き助けられている
178 開く心の手
ので、たくさんの人に寄附などを通して色々と考えて欲しいと思ったからです。
みんなが元気で平和であります様に願いを込めて付けました。
179 ファインピース
人が集まりそうな名前
180 ファンスティング
Fundは'基金'、ALLは'みな'と言う意味があり、『みなの為の基金』である事を分かり易く、
181 Fund For ALL (FFA)
そして親しみやすく名付けました。
ふれあいと愛と和気合々とをひっかけてくみあわせたぞう語でボランティアと"まち"が一しょ
182 ふちゅうふれ愛♡愛（ai♡ai)基金 にふれあい愛しあい和気合々となるように名づけました。
フューチャー＋貯金という意味の造語です。“よりよい未来をつくるためのお金”というイ
183 ふゅーちょきん
メージで名付けました。
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愛称

愛称の意味・理由

市民や企業のみなさんの善意による貴重な寄附金を種々の団体で助成金として活用してもらう
ことから、市民公益活動の面において大切に運用を図っていただき、実のある「花」を咲かせ
184 フラワー基金
てもらおうという意味を含めています。
ふれあいを大切にという願い
185 ふれあい基金
人と人との出合い、ふれ合いの中から優しさが生まれ、優しさの中から、人としての豊かさが
186 ふれあい基金
生まれると思います。
help catch（助ける・受ける）
187 ヘルキャッチ
地域で助け合い気持ち良く善意を受けられる様な制度を推進できると良いと思う。
ヘルハートは、ヘルプと暖かい心、ハートの合成語です。
188 ヘルハート
英語の助けあいを意味 ヘルプを変化してつけてみました
189 ヘルピー
自分のあたたかな気持ちを寄付した物語に由来し、寄付がいずれ自分の上に星くずとなって
190 星の金貨基金
ふってくるという素敵ないみがあります。
「ボランティア」から「ボラン」を、「ファンド」は基金
191 ボランファンド
人の心のあたたかさが、積み重なり大きな輪になる、社会に役立つ
192 ほんわか基金
ボランティアや善意というものは真心からきているし、応援という言葉なら小さいお子様にも
193 まごころ応援基金
分かりやすいかとだからまごころもやわらかいイメージを持つ様にひらがなにしました。
善意による寄附金をまごごろと捉えそれを市民の方々をサポートするものにかえていく（応援
194 まごごろサポート
していく）の意
豊中市の街や市民、社会を基金により、より良くしていこうと言うことで、愛称を考えてみま
195 街・人・社会・育成基金
した。
自分たちの住む街に寄附することにより、もっと街を好きになる（愛する）ようになれるとい
196 街♡愛基金
う意味を込めて。
ま ち
この基金が生かされ育ち、市民活動に力がつきそれが豊中（まち）の力になっていきますよう
197 豊中ぢからファンド
に、と思いを込めて。
周りを見て…あなたに出きる事 私たちが出きる事はたくさんあります！！たった1円でもみんなが出せば大きくなります。
みんな助け合って生きていける世の中作りの意味でつけました。
198 はたくさんあるよ。
みんなで助け合おう！！
豊中市なので中がまんなかなのでしたすみやすい。
199 まんなか
子供からお年をめした方でもわかりやすく「みんなで」という言葉をさらに発音しやすく表わ
200 みなで
しました。
みらいへの基金→愛をはこぶから連そうしました。
201 みらゆうびー
202 みんなで作る幸せなまち基金 市民・企業などみんなで協力して幸せなまちを作ろうという希望を込めてつけました。
みんなの愛でなりたっていますという意味です。
203 みんなの愛
公益＝みんなの 宝＝基金
204 みんなの宝
みんながHAPPYになれる貯金 略して「みんなのハピ貯」
205 みんなのハピ貯
市民みんなで、自分たちのまちを作っていくという思いを込めました。
206 みんなのまち基金
市民１人１人や企業など、たくさんの人々によって、これからの住みやすい地域社会を作って
いけるよう、「みんなの」を名前に入れました！難しい言葉を使うよりも、子供たちにも分か
207 みんなのまちづくり基金
りやすく、身近に感じてほしいという願いを込めて・・・！！
ストレートな表現にする事によって、みんなの街の為のもの、という事がよく分かるのではな
208 みんなのまちづくり基金
いかと思いました。
民による民のための助成金だから
209 ミンミン
皆の目が届き、そして何事もなごめるような会として
210 メイの会
もや

211 もやう（もやい）基金

もやう（もやい）－舫う－

船と船とをつなぎあわせる、の意味から人と人との結びつき、助け合い、支えあいを表わす。
「ゆい」は昔からある相互助け合う組織の「結い」。「ゆい」は唯一の「ゆい」。寄附してく
ださる人の純粋な心。
「ふぁんど」はFund＝基金の英訳
※上記の2語を合成し、語感よくなるようにしました。親しみ易さを出すためひらがなで表現
212 ゆいふぁんど
するのがいいと思います。
人と人をつなぐ、結びつける基金になればという気持ちで考えました。また、シンプルで覚え
てもらいやすいようにしました。
youあなた（の力で）が多くの花を咲かせ（よう）る。みんながyou多花（豊か）
213 you多花基金
勇気を出してやろう
214 ゆうきくん
you you
「あなたにあなたに、豊中市の優しさを有難う」という意味で、youは「あなたから」や「あ
215 有優豊中
なたの気持ち」のような基金の元の方々も含めたいと考えたから。
216 豊かにみんな中よくなれる基金 どこが基金を行っているか、どのような基金かすぐわかると思い考えました。
ゆたか
豊中を豊かなまちにするための基金。
217 豊まちづくり
よい人をたすけようといういみ
218 よいこ基金
良いmoneyしよう！！
同じお金を使うなら、意味のある事に…良い事の為に活用する気持ちをみんなが持てる様
219 （良い真似しよう！）
に！！気持ちよく真似することで地域社会に貢献できるという事を広める意味です。
四ツ葉のクローバーは、幸運が訪れるという伝説があります。四ツ葉基金で皆様が幸になって
220 四ツ葉基金
ほしいです。
人々の愛・善意で豊中市を支えるといった意味でつけました。
221 ラブサポートとよなか
もちろん愛に基づく基金といういみ。
222 ラブマネー
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愛称

223 レインボー基金
224 レインボーハート基金
225 レスキュー基金
226 輪っしょい

愛称の意味・理由

平成２０年に創設された寄附金を有効に各諸団体へ「市民活動推進助成金」として助成すると
いう関係から、助成金制度と諸活動団体との「橋渡し」という意味を表現することができるこ
の愛称を応募いたします。
善意の寄附金ということから夢とあたたかさを感じられるイメージからレインボーハート基金
と致しました。
救済を目的とする基金。
わっしょいの掛け声は「和を背おう」という意味から「和」を「みんなの輪」におきかえて考
えた。
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