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『ボランティアネット』
アクセス上昇中

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。

  ボランティアを募集したい施設・団体
・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。

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!!

イベント・講座等のご案内 (事前に必ずお問い合わせください。)

イベント名 期日・場所 内容など 問い合わせ先

令和３年度第２回 縁結
び ist 養成講座及び業
務説明会

12月6日(月) 9:30～15:3
0 石川県地場産業振興セ
ンター本館3階 第5研修室

結婚を希望する独身男女に対する相談やお見合いの
お世話などをボランティアで行うことを希望する方の
養成講座

（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
ー
076-255-1508

令和3年度学生災害ボ
ランティア講座の開催
について

11/27(土) 13:30~16:45 
石川県地場産業振興セン
ター新館　第10研究室

講義やボランティアを通して、災害について広く学び、
今後の災害ボランティア活動に活かしていくことを目
指します。

(公財)石川県県
民ボランティアセ
ンター
076-225-1365

生命のメッセージ展 in
金沢 2021

11月28日(日) 10:00～16:
00 金沢港クルーズターミ
ナル 1階 待合エリア

犯罪・事故などにより理不尽に生命を奪われた犠牲
者が主役の展示会です。犠牲者
　一人ひとりの等身大の人型オブジェには、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。

（公社）石川被害
者サポートセンタ
ー
076-226-7831

韓国語スピーチフェス
ティバル出場者募集

2月13日(日) 13:00～ 在
日大韓民国石川県地方本
部 3階

日頃の韓国語学習の成果を試すと同時に韓国に興
味を持つ皆さんの交流の場となることを目的とする。

石川日韓友の会
カナダラくらぶ事
務局
090-1312-363
7

いしかわ地域づくり円
陣 2021「支えあいは
誰のため？ ～そこに＜
支えあえる人＞

12月5日(日) 13:00～16:
00 (1) オンラインで参加 (2)
スタジオ会場に来て見学・
参加　会場：石川県地場
産業振興センター 新館5階
第12研修室

地域でより良く豊かに暮らすための関係づくりに向け
て「今できること」「これからの可能性」を考えます。

石川地域づくり
協会事務局
076-225-1335



石川県中央歩こう会（１
２月予定）　いっしょに
歩きませんか

12/7(火)、12/21(日) 9時
15分 金沢城公園観光案
内所、金沢駅東口地下広
場

12/ 7(火) なるわ滝へ 金沢城公園観光案内所
9時15分集合 4～5km
　　　　　　 　　　　　　
12/21(日) 金沢周遊 金沢駅東口地下広場
9時15分集合 7km
　　　　　　

石川県中央歩こ
う会
090-6270-150
9

ＤＶ予防啓発講演会「幼
児期から始まる縦断的
な人権教育と性暴力被
害防止教育」

12月12日(日) 13:30～15:
30 教育プラザ富樫　121
・122研修室

子どもたちが、性犯罪・性暴力の加害者にも、被害者
にも、傍観者にもならないために欠かせない「一人ひ
とりを尊重する気持ち」を高める人権教育からはじま
る暴力防止教育について考える。

ＣＡＰいしかわ
090-8265-744
9

助成情報のご案内 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
出来ます。

助成名 主催 問い合わせ先 申込締切日

Ｉ-Ｏ ＤＡＴＡ財団　第５回スポーツ文化
助成　※石川県内のチーム・団体が対
象

（公財）Ｉ-Ｏ ＤＡＴＡ財団 事務局 TEL076-260-3381 11月23日(火）必着

大阪コミュニティ財団 2022年度助成 （公財）大阪コミュニティ財団
事務局

TEL06-6944-6260
FAX06-6944-6261

11月26日(金）必着

朝日新聞文化財団 2022年度芸術活
動助成

（公財）朝日新聞文化財団 TEL03-6269-9441
FAX03-6269-9442

11月28日(日）必着

令和４年度子どもゆめ基金助成金（一
次募集）

独立行政法人 国立青少年教育
振興機構　子どもゆめ基金部
助成課

TEL0120-579081 11月30日（火）必着

マリア財団 2021年度研究助成 （公財）マリア財団 助成事業担
当

TEL03-6871-2800
FAX03-6871-5570

11月30日（火）必着

三菱ＵＦＪ信託地域文化財団 2022年
度助成

（公財）三菱ＵＦＪ信託地域文化
財団 事務局

TEL03-3272-6993
FAX03-3272-6994

11月30日（火）必着

日母おぎゃー献金基金助成 （公財）日母おぎゃー献金基金
事務局

TEL03-3269-4787
FAX03-3269-4730

11月30日（火）必着

芳心会 2021年度助成金（団体） （一社）芳心会 事務局 TEL03-6261-4552
FAX03-6261-4552

11月30日（火）必着

ヤマト福祉財団 2022年度助成金 （公財）ヤマト福祉財団 助成金
事務局

TEL03-3248-0691
FAX03-3542-5165

11月30日（火）必着

三井住友海上文化財団 令和４年度 文
化の国際交流活動に対する助成

（公財）三井住友海上文化財団 TEL03-3562-9523
FAX03-3535-7635

11月30日（火）必着

ひろしま・祈りの石国際教育交流財団
令和３年度助成

（一財）ひろしま・祈りの石国際
教育交流財団

TEL03-6240-9612
FAX03-6240-9613

11月30日（火）必着

ニッセイ財団 2022年度 児童・少年の
健全育成助成（物品購入資金助成）

（公財）日本生命財団 助成事業
部

TEL06-6204-4011
FAX06-6204-0120

11月30日（火）必着

青山音楽財団　2022年度第11回 学
校等支援事業

（公財）青山音楽財団　育成支
援事業係

TEL075-393-0011 11月30日（火）必着

齋藤茂昭記念財団 2021年度（第１回
）助成事業

（一社）齋藤茂昭記念財団 事務
局

TEL043-350-0888 11月30日（火）必着

今井光郎文化道徳歴史教育研究会助
成金 2022年度（前期）

（一社）今井光郎文化道徳歴史
教育研究会 事務局

TEL072-433-4200 11月30日（火）必着

さわやか福祉財団 住民主体による地
域共生事業の推進方策アイデア募集

（公財）さわやか福祉財団 「地
域共生アイデア募集係」

TEL03-5470-7750
FAX03-5470-7755

11月30日（火）必着

キユーピーみらいたまご財団 2022年
度助成事業

（公財）キユーピーみらいたまご
財団 事務局

TEL03-3486-3094
FAX03-3486-6204

11月30日（火）必着

経団連自然保護基金 2022年度助成
プロジェクト

経団連自然保護協議会 事務局 TEL03-5232-8910
FAX03-5232-8919

12月1日（水）必着



国際協力機構 2021年度草の根技術
協力事業

（独）国際協力機構 国内事業部
市民参加推進課「草の根技術
協力事業」係

TEL076-233-5931
FAX076-233-5959

12月10日(金）必着

ラッシュジャパン チャリティバンク助成
金

ラッシュジャパン チャリティバン
ク事務局

TEL03-6859-0767
FAX03-5205-1814

12月31日(金）必着

経団連自然保護基金 2022年度助成
プロジェクト

経団連自然保護協議会 事務局 TEL03-5232-8910
FAX03-5232-8919

12月1日（水）必着

国際交流基金 2022年度海外派遣助
成プログラム〔国内団体向け〕第１回募
集

独立行政法人国際交流基金 文
化事業部

TEL03-5369-6069 12月1日（水）必着

ウェスレー財団 2022年度ソーシャルジ
ャスティス活動助成金

（公財）ウェスレー財団 助成金
事業係

TEL03-6427-4696 12月1日（水）必着

2022年度地球環境基金助成金 (独)環境再生保全機構 地球環
境基金部地球環境基金課

TEL044-520-9505
FAX044-520-2192

12月2日（木）必着

2022年度地球環境基金企業協働プロ
ジェクト　LOVE BLUE 助成

(独)環境再生保全機構 地球環
境基金部地球環境基金課

TEL044-520-9505
FAX044-520-2192

12月2日（木）必着

2021年度(後期)指定公募「市民の集
い開催への助成」

（公財）在宅医療助成 勇美記念
財団　事務局

TEL03-5226-6266
FAX03-5226-6269

12月10日(金）必着

2021年度(後期)指定公募「在宅医療
推進のための多職種連携研修会への
助成」

（公財）在宅医療助成 勇美記念
財団　事務局

TEL03-5226-6266
FAX03-5226-6269

12月10日(金）必着

パチンコ・パチスロ社会貢献機構
2022年度社会貢献活動支援のための
助成

（一社）パチンコ・パチスロ社会
貢献機構

TEL03-5227-1049 12月10日(金）必着

読売光と愛の事業団 生き生きチャレン
ジ2021 コロナ禍福祉作業所助成事業

（社福）読売光と愛の事業団 作
業所係

TEL03-6226-7633
FAX03-6226-7635

12月13日(月）必着

ラッシュジャパン チャリティバンク助成
金

ラッシュジャパン チャリティバン
ク事務局

TEL03-6859-0767 12月31日(金）必着

積水ハウスマッチングプログラム 2022
年度助成

（社福）大阪ボランティア協会 TEL06-6809-4901
FAX06-6809-4902

12月3日（金）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

日本エコツーリズム協会　第17回エコ
ツーリズム大賞

エコツーリズム大賞審査委員会
事務局（（一社）日本エコツーリ
ズム協会）

TEL03-5437-3080
FAX03-5437-3061

11月30日（火）必着

ニッセイ財団 2022年度 生き生きシニ
ア活動顕彰

（公財）日本生命財団 助成事業
部

TEL06-6204-4011
FAX06-6204-0120

11月30日（月）必着

2021年度 第９回エクセレントＮＰＯ大
賞

エクセレントＮＰＯをめざそう市民
会議 事務局

TEL03-3548-0511
FAX03-3548-0512

12月10日(金）必着


