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ボランティア・イベント情報
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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

（公財）いしかわ
いしかわ女性基金 「煌 8/19.9/23.10/5 13：00 プロブラム ※時間は毎回13:30～16:00
～16：00 石川県女性セン 第１回 8/19(木)
「はじめてのZOOM（ズーム） 女性基金
めく あすなろ塾」
ター

体験」

定員：会場20名（パソコンまたはスマートフォ
ン持参） オンライン30名
第３回 9/23(木・祝) 「非常食を無駄にしない ～ロ
ーリングストック～」
定員：会場20名 オンライン30名
第４回 10/ 5(火)
「人生を豊かにするコミュニケ
ーション」

076-234-1112

石川県中央歩こう会（９ ①9/7.②9/12.③9/26 ① ① 9/7(火) 嫁坂抜けて 4.1km 笠舞大清水へ
8：45 ②9：30 ③8：45
観光案内所
月予定）

石川県中央歩こ
う会
①金沢城公園②北鉄浅野 ②9/12(日) 粟ヶ崎八幡神社 4.0km 絵馬巡り 090-6270-150
川線粟崎駅③北鉄浅野川
粟ヶ崎駅
9
線蚊爪駅

第41回金沢がん哲学
外来 オンライン講演
会 テーマ「生と死を
考える」

③9/26(日)

こなん水辺公園 6.2km

ウォーク

9/26（日） 13:00～14:40 講演１ 13:05～13:20 「死はすべてのひとが直面し
オンライン
ている問題である」
山田 圭輔（金沢大学附属病院緩和ケアセ
ンター）
講演２ 13:25～13:50 「幸せな結末」
岡本 拓也（ひじり在宅クリニック：北海道洞
爺湖町）
講演３ 13:55～14:20 「医療におけるスティグマ」
山口 重樹（獨協医科大学麻酔科）
質疑応答など 14:20～14:40

令和３年度石川県民大 10/8(金） 8:00～16:30
学校 ふるさとモット学び 古九谷窯跡、九谷窯跡展
示館、能美市九谷美術館
塾 ＜ふるさとふれあい
現地講座＞

史跡・偉人ゆかりの地等を専門家とともにバスや徒
歩で巡る講座

金沢がん哲学外
来、金沢大学附
属病院緩和ケア
センター
076-265-2000

石川県立生涯学
習センター 社
会教育グループ
076-223-9572

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

コロナ寄付プロジェクト 第５回助成

（公財）パブリックリソース財団

令和４年度 花博自然環境助成

（公財）国際花と緑の博覧会記 TEL06-6915-4516 9月10日（金）必着
念協会 企画事業部企画事業課 FAX06-6915-4524

令和3年度ボランティア活動助成

公益財団法人
財団

大和証券福祉財団 2021年度（第28
回）ボランティア活動助成

（公財）大和証券福祉財団 事務 TEL03-5555-4640 9月15日（水）必着
局
FAX03-5202-2014

TEL03-5540-6256
FAX03-5540-1030

8月31日（火）必着

大和証券福祉 TEL03-3581-4656 9月15日（水）必着
FAX03-3581-7858

大和証券福祉財団 2021年度（第４回 （公財）大和証券福祉財団 事務
局
）子ども支援活動助成

TEL03-5555-4640
FAX03-5202-2014

9月15日（水）必着

2021年スミセイ コミュニティスポーツ （公財）住友生命健康財団 事務
局
推進助成プログラム

TEL06-6947-3140
FAX06-6947-3142

9月22日（水）必着

ベネッセこども基金 2022年度 重い病 （公財）ベネッセこども基金
気を抱える子どもの学び支援活動助成

TEL03-5320-3504

9月24日（金」）必着

TEL03-3297-5505
FAX03-3297-5507

9月30日（木）必着

緑の地球防衛基金 2021年度助成

（公財）緑の地球防衛基金「地
球にやさしいカード」係

ニッポンハム食の未来財団 2021年 （公財）ニッポンハム食の未来財
団 団体活動支援助成事務局
度第二期 団体活動支援助成
全国食支援活動協力会 食と笑顔の思 （一社）全国食支援活動協力会
い出づくり「子ども食堂」応援プロジェ
クト
2021年度アジア・市民交流助成

9月3日（金）必着
TEL03-6674-1217
FAX03-6674-1417

9月3日（金）必着

独立行政法人 国際交流基金ア TEL
9月16日（木）必着
ジアセンター アジア・市民交 03-03-5369-6069
流助成係

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
第５回 日経ソーシャルビジネスコンテ
スト

主催

問い合わせ先

申込締切日

日経ソーシャルビジネスコンテス TEL0120-21-4946 9月5日（日）必着
ト事務局
FAX03-6262-2996

パナソニック教育財団 2021年度子ど （公財）パナソニック教育財団内
もたちの「こころを育む活動」大募集

TEL03-5521-6100
FAX03-5521-6200

9月10日（金）必着

ＮＨＫ厚生文化事業団 第５回 認知症 （社福）ＮＨＫ厚生文化事業団「
ともに生きるまち大賞」係
とともに生きるまち大賞

TEL03-3476-5955
FAX03-3476-5956

9月15日（水）必着

TEL03-3581-3351
FAX03-3581-3351

9月21日（火）必着

第９回環境省グッドライフアワード

グッドライフアワード事務局

第20回渋沢栄一賞

埼玉県産業労働部産業労働政 TEL048-830-3726 9月10日（金）必着
策課
FAX048-830-4818

第９回環境省グッドライフアワード

グッドライフアワード事務局

公園財団 公園・夢プラン大賞 ２０２１

（一財）公園財団 「公園・夢プラ TEL03-6674-1188 9月30日（木）必着
ン大賞」係
FAX03-6674-1190

国土交通省
021

水の里の旅コンテスト2 国土交通省 水管理・国土保全
局 水資源部

TEL03-3581-3351
FAX03-3581-3351

9月21日（火）必着

9月30日（木）必着

