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『ボランティアネット』
アクセス上昇中

県社協ボランティアセンターFacebookを開設
しました！
県社協ＨＰ→Facebookページのボタンを
クリック!!

さらに大きなボランティアの輪を！
ボランティア活動をしたい方・団体

ボランティアを募集したい施設・団体

・ボランティアの募集情報やボランティア養
成講座などの情報をメールでお届けします。
・ネットでボランティア活動への参加申込が
出来ます。

・ご登録いただいたボランティアの募集情報
や、イベント、講座情報をボランティア活動希
望者に発信します。
・ネットでボランティア参加申し込みの受け付
けが出来ます。

イベント・講座等のご案内
イベント名

(事前に必ずお問い合わせください。)

期日・場所

内容など

問い合わせ先

自己尊重トレーニング 1/18(土) 2/8(土)
Part2 ～自分を好きに 2/22(土) 3/7(土) 全４回
13:30～16:30
なる～
石川県女性センター5階会議室

自分が人にどう見られているか気になる。いろいろ考 石川県災害ボラ
えすぎたり、自分を責めることでしんどくなってしまう。 ンティア協会
そんなあなたに受けてもらいたい講座です。
076-255-7582
託児が必要な方は、各回1週間前までに要相談

OPLLらんちタイム交流 1/19（日）、3/14（土）
会～話を聴いてくれる 12:00～15:00
町家サロン「むじん蔵」
仲間がいる 一人で悩
まないで～

ランチの場合は1,000円程度

毎月第一・第三水曜の
夜は i -ねっとの「NPO
さろん」

①1/8 ②1/22 ③2/5
④2/19 19:00～21:00
石川県NPO活動支援セン
ター 会議室

石川県ＯＰＬＬ友
の会
090-3765-0340

①ボランティアとNPO（２）
②助成金申請書 書き方教えます（４）
③市民社会と地方自治（２）
④団体の広報物 作り方教えます（２）

NPO法人i-ねっと
076-232-6673

土曜環境サロン第3回「 1/25（土）10:00～12:00 海と貝にまつわるおもしろエピソードや不思議体験、 公益社団法人い
多種多様な貝の見分け方を学びます。体験を通して しかわ環境パート
あなたの知らない貝の いしかわエコハウス
いしかわの海を取り巻く課題や将来を考える。
ナーシップ県民会
世界」
議
076-266-0881

講師 (株)石川ツエーゲン代表取締役GM 西川 圭史 氏
金沢ボランティア大学 1/25 13:30～15:00
金沢市中央公民館彦三館 ツエーゲン金沢ボランティアTeamZERO代表 山本 勝 氏
校オープンセミナー「市
3階大研修室
民とともに歩むツエーゲ
ン金沢」

元ちゃんハウス「ソフィア 1/27(月) 13:00～16:00
」 がん治療中に食べ ソフィアテラス
やすい食事や栄養管理
の相談

公益社団法人
金沢ボランティア
大学校
076-233-2456

専門家 櫻井千佳 氏 認定NPO法人がんとむきあう 認定NPO法人が
会副理事長・管理栄養士
んとむきあう会
「ソフィア」は、毎月第２・４月曜日13:00～17:00、イ 0761-46-5382
オンモール新小松２階のソフィアテラス（健康相談室）
にて「がんサロン」を開いています。

「徳島県の事例から学
ぶ高齢消費者の見守り
ネットワーク」セミナー

①1/30(木) ②1/31(金) 主な内容（1）講演
①13:30～15:30
講師 勝間 基彦 氏徳島県消費者くらし政策課長
②10:00～12:00
大野 正博 氏徳島県小松島市市民生活課係長
①フォーラム七尾
（2）活動報告 県内で消費者安全確保地域協議会
②県女性センター
を設置している市町（調整中）

適格消費者団体
NPO法人消費者
支援ネットワーク
いしかわ
076-240-1012

市民社会をつくるボラン
タリーフォーラム TOK
YO2020

2月7日(金)～2月９日(日)
開催日によって異なります。
飯田橋セントラルプラザほ
か

東京ボランティア
市民活動センタ
ー
03-3235-1171

～今こそ動こう！イロドリある未来へ～ ボランティア
や市民活動につながりを持ちたい方が出合い、社会
課題の解決の可能性をともに見つけていくためのイ
ベントとして実施します。

ボランティアや福祉関係の助成情報です。県社協ボランティアセンターのホームページより詳細をご覧いただくことが

助成情報のご案内 出来ます。
助成名

主催

問い合わせ先

申込締切日

東華教育文化交流財団 2020年度教 （公財）東華教育文化交流財団
育学術文化交流助成金

TEL03-3571-7613
FAX03-3572-5943

1月20日（月）必着

第51回（2020年度）三菱財団社会福 （公財）三菱財団 事務局
祉事業並びに研究助成

TEL03-3214-5754
FAX03-3215-7168

1月23日（木）必着

（公財）俱進会

TEL03-5366-5040
FAX03-5366-5040

1月23日（木）必着

（公財）日韓文化交流基金

TEL03-6261-6790
FAX03-6261-6780

1月24日（金）必着

2019年度

俱進会助成

2020年度 日韓文化交流基金
物交流助成

人

日本台湾交流協会 2020年度助成

（公財）日本台湾交流協会東京 TEL03-5573-2600 1月25日（土）必着
本部
FAX03-5573-2601

藤本倫子環境保全活動助成基金

（公財）日本環境協会

2020年度CO・OP共済地域ささえあ
い助成

日本コープ共済生活協同組合 TEL03-6836-1320 1月31日（金）必着
連合会
FAX03-6836-1321

三菱UFJ国際財団 2020年度公募助
成金

（公財）三菱UFJ国際財団 事務 TEL03-5730-0336 1月31日（金）必着
局

TEL03-5643-6262
FAX03-5643-6250

2020年度子どものための児童館とNP （特非）日本NPOセンター
Oの協働事業
（NPOどんどこプロジェクト）

TEL03-3510-0855
FAX03-3510-0856

1月31日（金）必着

1月31日（金）必着

日本音楽財団2020年度音楽文化振
興・普及のための助成

（公財）日本音楽財団
業係

助成事 TEL03-6229-5566 1月31日（金）必着

世界の人びとのためのJICA基金
2020年度活用事業

（独）国際協力機構（JICA）国内 TEL03-5226-6660 1月31日（金）必着
事業部 市民参加推進課

FAX03-6229-5570

2020年度「ネオニコチノイド系農薬に （一社）アクト・ビョンド・トラスト
関する企画」助成

TEL03-6665-0816

2月3日（月）必着

TEL0570-550-321
FAX03-6730-3236

２月１４日（金）必着

令和2年度 伝統文化親子教室事業

文化庁

アウトドア自然保護基金プログラム

コンサベーション・アライアンス・ TEL03-3797-0539 2月15日（土）必着
ジャパン
FAX03-3797-0539

顕彰情報のご案内
ボランティアや福祉関係の顕彰情報です。詳細、申込様式は各団体のホームページをご覧ください。

顕彰名

主催

問い合わせ先

申込締切日

第17回オーライニッポン大賞

オーライ！ニッポン大賞事務局

TEL03-4335-1985
FAX03-5256-5211

1月31日（金）必着

第14回読売あをによし賞

読売新聞大阪本社編集局

TEL06-6366-1711

2月29日（土）必着

