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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

スコーレ家庭教育講座 10月29日(金) 10:00～11: 一生のうちでわが子と一緒に生活できるのは、実はと （公社）スコーレ
30 石川県女性センター 2 ても短い期間です。その貴重
階 大会議室
な日々を心から楽しめる、より良い子育てしてみま
せんか？

家庭教育振興協
会 石川地区実行
委員会
090-9449-168
6

ＤＶ予防啓発講演会「コ 11月23日(火・祝) 13:30 コロナ禍においては、閉塞感やストレスから家庭とい ＮＰＯ法人ウィメン
ロナ禍における女性と ～15:30 石川県女性セン う密室において力で物事をねじ伏せるなど、モラハラ ズ・エンパワーメ
ター 2階 大会議室
やＤＶが発生しやすい状況となっています。
ント金沢プロジェ
子どもに対する暴力被
クト
害を考える」
076-255-7582

ＮＰＯさろん通信（非営
利の活動団体に対する
アドバイス）

10/20、11/17 18:30～2 〇主な内容
0:30 石川県ＮＰＯ活動支
援センター 会議室
バイス

・ＮＰＯ法人の設立と解散の手続き
・団体の事業チラシやパンフのアド
・ＮＰＯ法人会計基準の全て
・助成金の申請 などなど

ＮＰＯ法人ｉ－ねっ
と
076-232-6673

令和3年度学生災害ボ 11/27(土) 13:30~16:45 講義やボランティアを通して、災害について広く学び、 (公財)石川県県
ランティア講座の開催 石川県地場産業振興セン 今後の災害ボランティア活動に活かしていくことを目 民ボランティアセ
ター新館 第10研究室
指します。
ンター
について

076-225-1365

生命のメッセージ展

11/28（日） 10：00-16：0 犯罪・事故などにより理不尽に生命を奪われた犠牲
0 金沢港クルーズターミナ 者が主役の展示会です。
ル
犠牲者一人ひとりの等身大の人型オブジェはメッセ
ンジャーと呼ばれ、生前の写真や家族の言葉を添え
て、足元に「生きた証」である遺品の靴を置き、生命の
大切さを訴えています。

公益社団法人石
川被害者さぽー
とせんたー・石川
県警察
076-226-7831

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

公益推進協会 「釋海心基金」助成
2021

（公財）公益推進協会 釋海心基 TEL03-5452-4201 10月25日（月）必着
金担当
FAX03-5205-1814

公益推進協会 「ＨＴＭ基金」助成
2021

（公財）公益推進協会 ＨＴＭ基
金担当

TEL03-5452-4201
FAX03-5205-1814

10月27日（水）必着

公益推進協会「For Children 基金」助 （公財）公益推進協会 For
Children基金担当
成 2021

TEL03-5452-4201
FAX03-5205-1814

10月27日（水）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

10月29日（金）必着

福武財団 2022年度アートによる地域 （公財）福武財団
振興助成

TEL087-892-4455
FAX087-892-4466

10月29日（金）必着

（公財）野村財団

TEL087-892-4455
FAX087-892-4466

10月29日（金）必着

野村財団
助成

2022年度上期芸術文化

大和証券グループ未来応援ボンド こど (公財)パブリックリソース財団
も支援団体サステナブル基金 第２回助 大和証券グループこども支援団
体サステナブル基
成
読売光と愛の事業団 2021年度がん
患者在宅療養支援事

10月29日（金）必着

（社福）読売光と愛の事業団 が TEL03-3217-3473 10月30日（土）必着
ん患者在宅療養支援係
FAX03-3217-3474

全国税理士共栄会文化財団 2021年 （公財）全国税理士共栄会文化
財団
度（第31期）助成

TEL03-5740-8331
FAX03-5740-8333

10月31日（日）必着

花王芸術・科学財団 2022年度 美術 （公財）花王芸術・科学財団 事
館等の美術展覧会や音楽公演への助 務局
成

TEL03-3360-7055
FAX03-3360-7944

11月10日（水）必着

ポーラ美術振興財団 令和４年度 美術 （公財）ポーラ美術振興財団 助
成事業係
に関する国際交流助成

TEL03-3494-8237
FAX03-3493-6293

11月12日（金）必着

愛恵福祉支援財団 2021年度社会 （公財）愛恵福祉支援財団 事務
福祉育成活動推進のための助成事業 局

TEL03-5961-9711
FAX03-5961-9712

11月15日（月）必着

TEL03-6268-8308
FAX03-3501-7322

11月15日（月）必着

森村豊明会 2021年度助成（後期）

（公財）森村豊明会 事務局

河川財団 2022年度（令和４年度）河
川基金助成 【川づくり団体部門】

（公財）河川財団

2022年度ＣＯ・ＯＰ共済 地域ささえあ
い助成

日本コープ共済生活協同組合
連合会 組合員参加推進部 地
域ささえあい助成事務局

基金事業部 TEL03-5847-8303 11月15日（月）必着

田辺三菱製薬 手のひらパートナープロ 「田辺三菱製薬 手のひらパート
ナープログラム」事務局 ＜（公
グラム（第10期）助成
社）日本フィラン

草の根市民基金・ぐらん
アジア草の根助成

2021年度

TEL047-351-3356
FAX047-351-5298

11月15日（月）必着

TEL03-5205-7580
FAX03-5205-7585

11月15日（月）必着

草の根市民基金・ぐらん事務局 TEL03-5941-0948 11月1日（月）必着
ＮＰＯ法人 まちぽっと

図書館振興財団 2022年度振興助成 （公財）図書館振興財団 事務局
事業

TEL03-3943-4743
FAX03-5978-3291

11月4日（木）必着

2022年度 日本郵便年賀寄付金配分 日本郵便株式会社 総務部内
年賀寄付金事務局
団体の公募

TEL03-3504-4401
FAX03-3592-7620

11月5日（金）必着

