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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

いしかわトモ活川柳
2021 大募集！（石川県
・第一生命金沢支社共
催）

内容など

問い合わせ先

6月26日(土)～8月3日(火) ○テーマ
家庭内での「トモ活」にまつわる句
石川県男女共同
終日 石川県男女共同参
〇プレゼント 大賞 （1名） 能登牛1kg＋ひゃく 参画課
画課 第一生命保険株式 まん穀10kg
076-225-1378
会社金沢支店
優秀賞（5名） 能登牛600g
○募集期間 6月26日(土)～8月3日(火)
＜トモ活エピソード同時募集＞
○テーマ
「家庭や地域で男女が共に活躍する
こと」200字以内
〇プレゼント 最優秀賞（1名） 能登牛1kg＋ひ
ゃくまん穀10kg
優秀賞（5名）
能登牛600g

石川県中央歩こう会

①8/ 7(土) ②
①8/ 7(土) 金沢城戌亥櫓と金沢城公園
8/22(日) ①②8：45 ①金 3.8km
沢城公園 観光案内所集
百万石行列
観光案内
合②石川四高記念公園
所
②8/22(日) 仏像巡り 4.2km

石川県中央歩こ
う会
090-6270-150
9

第23回いしかわの発掘
展 「いしかわの城下と
村」

7月17日(土)～9月5日(日) 〇展示解説「まいぶん・バックヤード・ツアー」
9:00～17:00 ※入館は
8/16～8/27の平日午前開催
16:30まで 石川県埋蔵文
化財センター（金沢市中戸
町18-1）

（公財）石川県埋
蔵文化財センタ
ー
076-229-4477

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

ユニベール財団 2021年度特定活動
助成「傾聴ボランティアを応援します」

主催
（公財）ユニベール財団

Panasonic NPO/NGOサポートファン ＮＰＯ法人 市民社会創造ファン
ド for SDGs 【国内助成】2021年助成 ド

問い合わせ先

申込締切日

TEL03-3350-9002
FAX03-3350-9008

7月30日（金）必着

TEL03-5623-5055
FAX03-5623-5057

7月30日（金）必着

公益信託 大成建設自然・歴史環境基 みずほ信託銀行株式会社「公益
信託 大成建設自然・歴史環境
金 2021年度助成

TEL045-311-4889

7月30日（金）必着

小林製薬青い鳥財団 2021年度助成 （公財）小林製薬青い鳥財団 事

TEL03-3505-5371
FAX03-3505-5377

7月30日（金）必着

TEL03-3273-3503
FAX03-3273-3505

7月31日（土）必着

基金」事務局

務局

清水基金 社会福祉法人助成事業

（社福）清水基金

ＹＳ市庭コミュニティー財団
第９回（2021年度）助成

（一財）ＹＳ市庭コミュニティー財 TEL03-3325-7254 7月31日（土）必着
団 事務局

前川報恩会

（公財）前川報恩会

TEL03-3642-1566
FAX033643-7094

7月31日（土）必着

日本国際協力システム 2021年度JICS （一財）日本国際協力システム
総務部総務課 JICS NGO支援
NGO支援事業

TEL03-5369-7480
FAX03-5369-6961

8月2日（月）必着

（公社）日本フィランソロピー協
会「BSmile募金」事務局

TEL03-5205-7580
FAX03-5205-7585

8月6日（金）必着

TEL03-5979-8031

8月20日（金）必着

TEL03-3642-1566
FAX03-3643-7094

8月31日（火）必着

第31回イオン環境活 （公財）イオン環境財団 助成事

TEL043-212-6022
FAX043-212-6815

8月12日（木）必着

かめのり財団 2021年度緊急支援プ （公財）かめのり財団 「緊急支
援助成」係
ロジェクト助成

TEL03-3234-1694
FAX03-3234-1603

8月23日（月）必着

2021年度福祉助成

係

ブリヂストン ＢＳmile募金 2021年度
助成

2021年度 第17期ナショナル・トラスト （公社）日本ナショナル・トラスト
協会
活動助成
前川報恩会
成

2021年度地域振興助

イオン環境財団
動助成

（公財）前川報恩会

業担当

北陸新幹線 開業効果を引き出すプロ
ジェクト 追加募集

石川県企画振興部開業企画課

8月31日（火）必着

パタゴニア 2021年度 環境助成金プロ パタゴニア日本支社 助成金プ
ログラム窓口
グラム

8月31日（火）必着

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23回 糸賀一雄記念賞

（公財）糸賀一雄記念財団

TEL0748-77-0357
FAX0748-77-0358

7月30日（金）必着

第7回 糸賀一雄記念未来賞

（公財）糸賀一雄記念財団

TEL0748-77-0357
FAX0748-77-0358

7月30日（金）必着

2021年度 小林製薬青い鳥財団賞

（公財）小林製薬青い鳥財団 事 TEL03-3505-5371 7月30日（金）必着
務局
FAX03-3505-5377

第56回ＮＨＫ障害福祉賞 ～体験作文 （社福）ＮＨＫ厚生文化事業団 「
障害福祉賞」係
募集～

TEL03-3476-5955
FAX03-3476-5956

7月31日（土）必着

国際交流基金 地球市民賞

（独）国際交流基金 コミュニケー TEL03-5369-6069 8月2日（月）必着
ションセンター地球市民賞事務
局

2021年度第17回 住まいのまちなみ
コンクール

（一財）住宅生産振興財団内
住まいのまちなみコンクール事
務局

TEL03-5733-6733
FAX03-5733-6736

8月31日（火）必着

石川県 第23回バリアフリー社会推進 石川県健康福祉部厚生政策課
地域福祉グループ
賞

TEL076-225-1419
FAX076-225-1409

8月31日（火）必着

「第5回 日本女性学習財団 未来大賞 （公財）日本女性学習財団 第5
回未来大賞係
」レポート募集

TEL03-3434-7575

8月31日（火）必着

倫理研究所 第25回地球倫理推進賞 （一社）倫理研究所「地球倫理推

TEL03-3264-2251

8月31日（火）必着

進賞」事務局

