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ボランティア・イベント情報

ユーくんかわらばん2021年9月号
発行/石川県社会福祉協議会・ボランティアセンター
開設日時：月曜日～金曜日 8:30～17:15（年末年始・祝祭日を除く)
〒920-8557 金沢市本多町3-1-10 県社会福祉会館2階
TEL.076-234-1616 FAX.076-222-8900
E-mail:ivc@isk-syakyo.or.jp URL:http://www.isk-syakyo.or.jp/volunteer/
（この情報はインターネットでもご覧になれます。）

『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

羽咋市市民活動支援セ 9月1日(水)～10月8日(金) ○対象施設 羽咋市市民活動支援センター
ンター指定管理者の募 終日 羽咋市市民活動支 〇指定期間 令和4年4月1日から令和9年3月31
援センター
日までの５年間
集
○募集期間 9月1日(水)～10月8日(金)
〇選定方法

かなざわ国際交流まつ
り ２０２１

問い合わせ先
羽咋市教育委員
会生涯学習課
0767-22-9331

書類審査及びプロポーザル審査

10月9日(土)、10日(日) 1 ○内容
ワールドステージ、ワールドグルメ、体験 （公財）金沢国際
0:00～15:00 金沢市庁舎 コーナー、パネル展コーナー、ワールドバザール＆イン 交流財団
前広場
フォメーション、外国人フォトコンテスト
076-233-8000

親御さんのための結婚 10月22日(金) 13:30～16: 〇内容
応援セミナー＆お悩み 30 石川県地場産業振興セ 第１部 結婚応援セミナー 13:30～15:10 先着
ンター本館3階 第5研修室 50名「我が子のために、いま、親ができること」大橋
相談会
清朗 氏（NPO法人花婿学校 代表）

（公財）いしかわ
結婚・子育て支援
財団 いしかわ
結婚支援センタ
第２部 お悩み相談会 15:20～16:30 先着８組
ー
076-255-1535
※相談時間 1組20～30分

令和３年度消費者市民
社会普及啓発講座「グ
ッドチョイスセミナー」（
全３回）

10/4(月)・10/12(火)・10
/28(木) 13:30～15:30
石川県消費生活支援セン
ター 2階大研修室

○講演とワークショップ
10/ 4(月) 「私たちが作る私たちのミライ」 SDGsワ
ーク
10/12(火) 「和紅茶・地紅茶を選ぶということ」エシ
カルマークワーク
10/28(木) 「私たちの未来と消費者市民社会」 台所
洗剤を読み解く ほか

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
076-254-6733

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

「ふぇみカフェ」と「ここ 10月～3月 毎週木曜日 話したいこと、なんでもおしゃべりしませんか？
ろのケア講座（全12回） 14:00～16:00 金沢市女 生きづらさを感じる女性が、ほっとして安心できる居
性センター
場所です。
」

ＮＰＯ法人ウィメン
ズ・エンパワーメ
ント金沢プロジェ
クト
076-255-7582

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

2021こくみん共済coop地域貢献助成 こくみん共済coop

問い合わせ先

申込締切日

TEL03-3299-0161

9月30日（木）必着

TEL03-3299-0161

9月30日（木）必着

こくみん共済 coop
＜全労済＞ 2021年地域貢献助成

こくみん共済 coop 本部 地域
貢献助成事務局

2022年度アーユス ＮＧＯ組織強化支
援

ＮＰＯ法人 アーユス仏教国際協 TEL03-3820-5831 9月30日（木）必着
力ネットワーク「ＮＧＯ組織強化 FAX03-3820-5832
支援事業」係

コープいしかわ・赤い羽根「新型コロナ （社福）石川県共同募金会
感染下の福祉活動応援全国キャンペー
ン」

TEL076-208-5757

Yahoo！基金 新型コロナウイルス感染 Yahoo！基金
症「医療崩壊」防止活動支援プログラ
ム

9月30日（木）必着

9月30日（木）必着

（公財）パブリックリソース財団

TEL03-5540-6256
FAX03-5540-1030

9月30日（木）必着

2022年度 日本万国博覧会記念基金 （公財）関西・大阪21世紀協会
万博記念基金事業部
助成事業

TEL06-7507-2002
FAX06-7507-5945

9月30日（木）必着

子供の未来応援基金 第６回未来応援 独立行政法人 福祉医療機構 Ｎ
ＰＯリソースセンター
ネットワーク事業

TEL03-3438-4756
FAX03-3438-0218

10月4日（月）必着

ＳＯＭＰＯ福祉財団 2021年度 認定ＮＰ （公財）ＳＯＭＰＯ福祉財団
Ｏ法人取得資金助成

TEL03-3349-9570
FAX03-5322-5257

10月8日（金）必着

TEL03-3216-7122
FAX03-3216-8676

10月15日（金）必着

2022年度競輪・オートレースの補助事 公益財団法人JKA
業

TEL03-4226-3505
FAX03-4226-3505

10月12日（火）必着

（公財）ロームミュージックファン
ロームミュージックファンデーション
2022年度 音楽に関する公演他への助 デーション
成

TEL075-311-7710
FAX075-311-0089

10月14日（木）必着

令和３年度赤い羽根 新型コロナ感染 （社福）石川県共同募金会
下の福祉活動応援全国キャンペーン（
石川県

TEL076-208-5757
FAX076-222-8900

10月15日（金）必着

TEL03-6229-5161

10月15日（金）必着

パブリックリソース財団 第３回（2021
年度）移民・難民支援基金助成

正力厚生会 2022年度がん患者団体
助成

日本財団 みらいの福祉施設建築プロ
ジェクト 2021

（公財）正力厚生会 事務局

（公財）日本財団 公益事業部
国内事業審査チーム

ソーシャルビジネスプランコンペ edge ＮＰＯ法人 edge ソーシャルビ
ジネスプランコンペ edge 担当
2021

10月15日（金）必着

生活協同組合コープいしかわ
総合企画部

TEL076-275-9854

10月31日（日）必着

2022年度 （一財）セブン-イレブン記念財

TEL03-6238-3872
FAX03-3261-2513

10月31日（日）必着

令和4年度「キリン・地域のちから応援 公益財団法人 キリン福祉財
団
事業および開拓事業」

TEL03-6837-7013
FAX03-5343-1093

10月31日（日）必着

2021年度 第12回 コープいしかわ地
域活動助成金
セブン-イレブン記念財団
環境市民活動助成

団

