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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

第38回 Ｚｏｏｍでまなび 6月12日(土) 13:00～14: 偶数月の第１土曜日、がんに詳しい医療従事者が、が 認定ＮＰＯ法人が
00 オンラインのため各自 ん医療の知識をわかりやすく説明し、みなさんの身近 んとむきあう会
の教室
のご自宅

な疑問にもお答えします。

076-232-5566

こころのケア講座（全12 4/24～10/9 毎月第２・４ 傷つきや、その傷の手当の方法を知ることにより、自 ＮＰＯ法人ウィメン
回） ～傷つきからの回 土曜日 13:30～15:30 金 分が持っている内面の力を見出していき、こころを回 ズ・エンパワーメ
沢市女性センター
復していくための講座です。
ント金沢プロジェ
復ワーク～
クト
076-255-7582

2021年度 ふぇみカフェ 毎月第３木曜日 14:00～1 夫のこと、子どものこと、家族のこと、職場のことなど、 ＮＰＯ法人ウィメン
6:00 金沢市女性センター 話したいこと、なんでもおしゃべりしませんか？ 何でも ズ・エンパワーメ
凪(なぎ)
話せる、貴女の居場所です。

ント金沢プロジェ
クト
076-255-7582

スコーレ家庭教育講座 6月3日(木) 10:00～11:3 「やり抜く子、乗り越えられる子に育つ ～自己肯定 （公社）スコーレ
0 金沢市教育プラザ富樫
3号館2階 321研修室

感を高める子育て～」
（公社）スコーレ家庭教育振興協会講師

家庭教育振興協

佐藤 祐子 会 金沢地区実行

委員会
090-9449-168
6

金沢市民劇場 第344
回例会 トム・プロジェク
ト公演「Sing a Song」

①6月18日(金)②6月20日 金沢市民劇場は、非営利のサークル・会員制の演劇 金沢市民劇場
(日) ①18:45～②15:00～ 鑑賞会です。３名以上のサークルを作って、年間６本 076-263-5057
①野々市フォルテ②文化ホ の演劇を鑑賞（例会）します。
ール

2021年 ボランティアコ
ーディネーション力 ３級
・２級検定

①6月26日(土)②12月 5 ボランティア並びにボランティアコーディネーションに 認定ＮＰＯ法人 日
日(日)③10月24日(日)④1 関する知識を実務に応用する力を身につけているか 本ボランティアコ
1月14日(日) ①②17:00 の能力検定
ーディネーター協
～18:00③④
会
14:30～16:00 ①②東京、
03-5225-1545
大阪③大阪④東京

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

ピンクリボン啓発活動助成金（2021年 認定ＮＰＯ法人 Ｊ.ＰＯＳＨ（日本乳
がんピンクリボン運動）事務局
度)

TEL06-6962-5071
FAX06-6962-0065

5月31日（月）必着

令和３年度「いしかわこどもの未来創造 （公財）いしかわまちづくり技術
センター
まちづくり事業」募集

TEL076-232-2255
FAX076-232-2532

5月31日（月）必着

石川県健民運動推進本部 令和３年
度子どもの夢実現サポート事業

石川県健民運動推進本部事務 TEL076-225-1365 5月31日（月）必着
局（石川県県民文化スポーツ部
県民交流課内

石川県国際交流協会 令和３年度 草 （公財）石川県国際交流協会 事
業企画班
の根国際活動支援助成金
石川県健民運動推進本部 令和３年
度未来のふるさとづくり応援事業

TEL076-262-5931
FAX076-263-5931

5月31日（月）必着

石川県健民運動推進本部事務 TEL076-225-1365 5月31日（月）必着
局（石川県県民文化スポーツ部
県民交流課内)

真如苑 2021年度市民防災・減災活動 真如苑 「Ｓhinjo プロジェクト」
市民活動公募助成事務局
公募助成

TEL042-538-3892
FAX042-538-3841

5月31日（月）必着

楽天 未来のつばさ 2021年度プロジェ （公財）楽天 未来のつばさ
クト支援（団体向け支援事業）

TEL03-5642-7890
FAX03-3249-7870

5月31日（月）必着

在宅医療助成勇美記念財団 2021年 （公財）在宅医療助成 勇美記念
財団 事務局
度（前期）

TEL03-5226-6266
FAX03-5226-6269

5月31日（月）必着

TEL06-6881-7228
FAX06-6881-7229

6月9日（水）必着

第15回よみうり子育て応援団大賞

読売新聞大阪本社「よみうり子
育て応援団大賞」事務局

令和３年度子どもゆめ基金助成金 二
次募集

独立行政法人 国立青少年教育 TEL0120-579081
振興機構 子どもゆめ基金部助
成課

6月15日（火）必着

森村豊明会 令和３年度助成事業（前
期）

（公財）森村豊明会 事務局

6月15日（火）必着

伊藤忠記念財団 2021年度子ども文
庫助成

（公財）伊藤忠記念財団 助成事 TEL03-3260-3071 6月20日（日）必着
業部
FAX03-5229-1560

芳心会 2021年度助成金（団体）

（一社）芳心会 事務局

トヨタ財団 2021年度国内助成プログ （公財）トヨタ財団 国内助成プ
ログラム
ラム

TEL03-6268-8308
FAX03-3501-7322

TEL03-6261-4552
FAX03-6261-4552

5月31日（月）必着

TEL03-3344-1701

6月11日（金）必着

いしかわ環境パートナーシップ県民会 （公社）いしかわ環境パートナー
議 令和３年度環境保全活動支援助成 シップ県民会議 事務局
金

6月15日（火）必着

大塚商会創業60周年記念「大塚商会 (株) 大塚商会 社長室内 ハート
ハートフル基金 持続可能な社会につ フル基金事務局
ながる環

6月15日（火）必着

ＳＯＭＰＯ福祉財団 2021年度住民参
加型福祉活動資金助成

（公財）ＳＯＭＰＯ福祉財団

みずほ福祉助成財団
会福祉助成金

2021年度社

（公財）みずほ福祉助成財団 事 TEL03-3596-5633 6月25日（金）必着
務局
FAX03-3597-2137

みずほ福祉助成財団
動車椅子贈呈事業

2021年度電

（公財）みずほ福祉助成財団 事 TEL03-3596-5633 6月25日（金）必着
務局
FAX03-3597-2137

ファイザー 第21回心とからだのヘルス ＮＰＯ法人 市民社会創造ファン
ケアに関する市民活動・市民研究支援 ド ファイザープログラム事務局

TEL03-3349-9570
FAX03-5322-5257

6月15日（火）必着

6月28日（月）必着

