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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

①スマホ時代のNPO活動 講師 山田泰久 非営利組 石川県県民交流
スマホとSNSで広げるN ２月22日（土）
①10:30～12:00 ②13: 織評価センター業務執行理事
課
PO活動
15～14:30 ③14:45～1
6:30
石川県地場産業振興セン
ター本館3階第6研修室

②著作権を正しく知ろう！ 講師 大友信秀 金沢大学 076-225-1365
人間社会研究域法学系教授
③つぶやける、映えるNPOになろう！ 講師 福岡明
夫 （株）一期大福代表取締役ITコーディネーター

フードピア金沢2020
金澤町家「食」めぐり

1/25(土)～2/29(土)
HPでご確認ください

（1）金澤町家周遊ツアー
（2）金澤町家スタンプラリー

追悼 中村哲医師 緊急
フォーラム「これからの
国際協力・ボランティア
を考える」

２月２９日（土）
10:00～12:00
北陸学院大学 三小牛キ
ャンパス 第一視聴覚教室

フードピア金沢開催
委員会

076-232-1000

令和元年度発掘報告会「い 3月1日（日）
しかわを掘る」石川県 13:00～16:30
石川県立美術館ホール

民大学校開設講座

第１部 基調講演「中村哲医師から受け取った言葉」
堤 敦朗氏（金沢大学国際機構准教授）
第２部 総合討論「人道支援、国際協力のこれから」

北陸学院大学地
域教育開発セン
ター
076-280-3850

報告遺跡（1）田岸遺跡（七尾市）（2）一針C遺跡（小 石川県埋蔵物文
松市） (3)旧松波城庭園（能登町）（4）金沢城下町 化センター
遺跡［安江町地区セミナー］（金沢市）（5）金沢城跡 076-229-4477
（金沢市）

石川県中央歩こう会（3
月予定）

①3月7日(土) ②3月12日(木)
③3月26日(木)
①9時15分 ②8時45分
③7時45分
①金沢城石川門観光案内所 ②
東山河岸緑地 ③金沢駅西口観
光バス乗場

①鬼川・八橋めぐり4.5㎞ ②心の道を歩く4.5㎞
③(バス利用）雪割草と総持寺3.5㎞

第10回コーポレートア
ート「杉本憲相 ふめつ
のからだ」

2月10日(月)～3月8日(日)
水曜定休
10:00～18:00
金沢アートグミ

様々な断片の表面にキャラクターの身体を描いたオ 金沢アートグミ
ブジェの作品など、金沢美術工芸大学を卒業し、国内 076-225-7780
外で活躍する杉本憲相の個展
オープニングレセプション2/10（月）19:00～

石川県中央歩こ
う会
076-244-2508

シングルマザーと子ども 1月19日・2月2日・2月16 シングルマザーと子どもたちが安心してほっとできる NPO法人ウィメン
たちのほっとサロンWE 日・3月1日、3月15日（日） 場所です。親子のくつろぎコーナーや、ママの子育て ズ・エンパワーメ
相談コーナー、お楽しみイベントも開催します。
ント金沢プロジェ
K（ウエック）
11:30～15:00
資料代・材料費等200円、昼食の準備はありません。
平和町会館

クト
076-255-7582

1階ホール

「子育てハッピーアドバ 3月14日 14:45～16:30 講師：明橋 大二 氏（子育てカウンセラー・心療内科
イス」～自己肯定感を知る 金沢市教育プラザ富樫12 医）

子ども夢フォーラ
ム
託児：定員10名/子ども一人につき500円 託児受 076-214-5680

3研修室

と、子育てがラクになる～

付締切2/25

国際交流員による「国 ①2月15日(土)②3月15日 国際理解教室（無料）定員25名
①ロシア ～知ってるようで知らないロシア～
際理解教室2020」全5 (日)③2月29日(土)④3月8 ②中国 中国伝統～切り紙講座～
日(日)⑤3月22日(日)
料理教室（参加費1000円）定員20名
回
①13:00～14:00 ②14:00～
15:00 ③④⑤14:00～16:00

①②県国際交流センター
③④⑤県女性センター
2/23 13:00～16:00
金沢赤十字病院5階講義
室

第36回金沢がん哲学
外来

「伝えるコツ」セミナー 「 3月15日(日)
伝えるコツ」と伝わるス 12:30～18:00
こまつまちづくり交流センター
ローガン

公益財団法人
石川県国際交流
協会
076-262-5931

③ブラジル料理～クスクスとタピオカ～
④韓国料理～チャプチェ作り～
⑤イギリス料理～コテージパイ作り～

プログラム
第1部 13:00～13:35>「がんの痛み治療～麻酔科医のつぶや
き～」 13:35～13:55「がん哲学外来：願いを混ぜて一つの絵に
しょう」
第2部 14:00～14:45「ミニコンサート」
第3部 14:50～16:00外来相談（担当医による個別相談）

金沢がん哲学外
来
076-265-2000

第1部 講義「伝えるコツ」の基本的な考え方やテクニ こまつNPOセンタ
ックを学びます
ー
第2部 ワーク 各団体の「スローガン」を作成します
0761-46-6661

ピースウォーク金沢×グロー 3月20日(金・祝日) 13:00 14:00ウォーク スタート
バル気候マーチ金沢 「今 いしかわ四高記念公園

ピースウォーク金
沢実行委員会
076-294-2363

だ！、地球を歩こう」

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

木口福祉財団 2020年度地域福祉振
興助成

（公財）木口福祉財団

第21回社会貢献基金助成

（一財）冠婚葬祭文化振興財団 TEL03-3500-4211 2月29日（土）必着

TEL0797-21-5150
FAX0797-35-5261

2月28日(金）必着

FAX03-3500-4212

杉浦記念財団第９回（活動）杉浦地域
医療振興助成

(公財)杉浦記念財団

令和2年度高等教育機関の活動に対する「地

大学コンソーシアム石川事務局 TEL076-223-1633 3月5日（木）必着

TEL0562-45-2731
FAX0562-45-2732

2月29日（土）必着

域からの要望」の募集

FAX076-223-1644

日本財団 海と日本PROJRCT サポー (公財）日本財団
トプログラム2020年度

TEL03-6435-5752

3月10日(火）必着

TEL03-5689-3450
FAX03-5689-3360

3月15日（日）必着

TEL076-225-1365
FAX076-225-1363

3月31日（火）必着

（公財）公益推進協会

TEL03-5425-4201
FAX03-5405-1814

3月31日（火）必着

第32回地域福祉を支援する「わかば基 NHK厚生文化事業団
金」

TEL03-3476-5955
FAX03-3476-5956

3月31日（火）必着

国土緑化推進機構 2020年度緑の募
金助成

（公社）国土緑化推進機構

学生災害ボランティア被災者支援活動 石川県県民ボランティアセンタ
ー
促進助成金
呼吸器インターベンション基金助成

2020年度（第35回）タカラ・ハーモニ
ストファンド助成事業

みずほ信託銀行公益信託タカラ・ TEL075-211-6231 3月31日（火）必着
ハーモニストファンド（事務局）
FAX075-212-4915

ポーラ伝統文化振興財団 2020年度
助成事業

(公財）ポーラ伝統文化振興財
団 事務局

JT SDGs 貢献プロジェクト

JT SDGs 貢献プロジェクト外部 TEL03-5205-7580 12月31日（木）必着
事務局
FAX03-5205-7585

TEL03-3494-7653
FAX03-3494-7597

3月31日（火）必着

