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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

ＮＰＯ会計オンライン・セ
ミナー　～会計基準や
日常の会計処理を学ぼ
う～（全４

①1/26(水②)3/4(金)③3
/23(水)④4/6(木） ①②④
15：00～16：30　③15：0
0～17：00 Zoom

第１回「導入編」 1月26日(水) 15:00～16:30
第２回「日常の会計処理」3月 4日(金)
15:00~16:30
第３回「決算」　　　　　3月23日(水)
15:00～17:00
第４回「よくある質問」　4月 6日(木)
15:00～16:30
〇使用するオンライン会議システム　Zoom

ＮＰＯ法人会計基
準協議会事務局
03-6458-6276

フードピア金沢2022
金澤町家周遊ツアー

2/5(土）2/6(日)　2/12(
土)　2/19(土)　2/6(土） 
出発10:30　～　解散12:
00頃 金澤町家

金澤町家研究会のメンバーがガイドを務め、町家を
見学するツアーです。最後に町家の飲食店などによる
お弁当をお渡しします。
2/ 5(土) 里見町界隈ツアー,2/ 6(日) 金沢駅界隈ツ
アー、
2/12(土) 材木町界隈ツアー,2/19(土) 東山・観音町
界隈ツアー
2/26(土) 長町界隈ツアー

フードピア金沢開
催委員会事務局
（金沢商工会議
所内）
076-224-4141

市民の参加と協働を進
める多様なコーディネ
ーション実践研究集会
2022【オンライ

①2月23日(水・祝)、②26
日(土)、③27日(日)の３日
間 ①14：00～16：00②1
0：00～16：30　③9：30
～14：30 オンライン

23日14:00～14:30 開会 14:30～16:00ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞ
26日10:00～12:10 Ａ分科会（４テーマ） 定員各45
　　13:30～16:30 Ｂ分科会（６テーマ）
定員30～40
27日9:30～12:10 Ｃ分科会（５テーマ）
定員36～40　 13:30～14:30 クロージング

市民の参加と協
働を進める多様
なコーディネーシ
ョン実践研究集
会 実行委員会事
03-5225-1545

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

日本財団 海と日本ＰＲＯＪＥＣＴ助成事
業 2022年度（第２回）

（公財）日本財団　海と日本PR
OJECT助成事業 事務センター

TEL03-6229-5161 １月２１日（金）必着



リープ共創基金
キャッシュフォーワーク2021 助成プロ
グラム【休眠預金活用】

（一財）リープ共創基金 TEL
050-3630-8015

１月２１日（金）必着

令和３年度コロナ禍における生活困窮
者及びひきこもり支援に係る民間団体
活動助

（独）福祉医療機構 ＮＰＯリソー
スセンター ＮＰＯ支援課

TEL03-3438-9942
FAX03-3438-0218

１月２４日（月）必着

タケダ 女性のライフサポート助成プロ
グラム

認定ＮＰＯ法人日本ＮＰＯセンタ
ー「タケダ・女性のライフサポー
ト助成」事務局

TEL03-3510-0855
FAX03-3510-0856

１月２６日（水）必着

冠婚葬祭文化振興財団 令和３年度（
第23回）社会貢献基金助成

（一財）冠婚葬祭文化振興財団
社会貢献基金助成 運営事務局

TEL03-6273-3930 １月３１日（月）必着

明治安田クオリティオブライフ文化財団
令和４年度 地域の伝統文化助成

（公財）明治安田クオリティオブ
ライフ文化財団

TEL03-3349-6194
FAX03-3345-6388

１月３１日（月）必着

パブリックリソース財団　子どもシェル
ター新設事業【休眠預金活用】

（公財）パブリックリソース財団
子どもシェルター新設事業事務
局

TEL03-5540-6256
FAX03-5540-1030

１月３１日（月）必着

第27回（令和４年度）「北陸地域の活
性化」に関する研究助成事業

（一社）北陸地域づくり協会
企画事業部企画調査室

TEL025-381-1160
FAX025-383-1205

１月３１日（月）必着

2022年度 倶進会助成 （公財）倶進会 FAX03-5366-5040 １月３１日（月）必着

2022年度「ネオニコチノイド系農薬に
関する企画」助成

（一社）アクト・ビヨンド・トラスト
助成係

TEL070-651-9266
FAX03-6869-2411

１月３１日（月）必着

三菱ＵＦＪ国際財団 2022年度公募助
成金

（公財）三菱ＵＦＪ国際財団 事務
局

TEL03-5730-0336
FAX03-5232-0310

１月３１日（月）必着

日本音楽財団 2022年度音楽文化振
興・普及のための助成

（公財）日本音楽財団 助成事業
係

TEL03-6229-5566
FAX03-6229-5570

１月３１日（月）必着

令和4年度社会福祉振興助成事業（W
AM助成）

独立行政法人福祉医療機構NP
OリソースセンターNPO支援課

TEL03-3438-4756
FAX03-3438-0218

１月３１日（月）必着

アイスタイル芸術スポーツ振興財団
2022年度第６回現代芸術振興助成

（公財）アイスタイル芸術スポー
ツ振興財団 助成事業係

TEL03-6862-9854
FAX03-6862-9855

１月３１日（月）必着

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
金事務局

TEL03-5425-4201
FAX03-5405-1814

１月３１日（月）必着

福祉医療機構 令和４年度社会福祉振
興助成事業（通常助成事業）

（独）福祉医療機構 ＮＰＯリソー
スセンター ＮＰＯ支援課

TEL03-3438-9942
FAX03-3438-0218

１月３１日（月）必着

福祉医療機構 令和４年度社会福祉振
興助成事業（モデル事業）

（独）福祉医療機構 ＮＰＯリソー
スセンター ＮＰＯ支援課

TEL03-3438-9942
FAX03-3438-0218

１月３１日（月）必着

日韓文化交流基金　2022年度人物
交流助成

（公財）日韓文化交流基金 TEL03-6261-6790
FAX03-6261-6780

１月３１日（月）必着

日本台湾交流協会 令和４年度学術イ
ベント助成

（公財）日本台湾交流協会東京
本部 総務部日本研究支援事業
担当者

TEL03-5573-2600
FAX03-5573-2601

２月１１日（火）必着

日本台湾交流協会 令和４年度日本文
化紹介イベント助成

（公財）日本台湾交流協会東京
本部 総務部日本文化紹介イベ
ント助成担当者

TEL03-5573-2600
FAX03-5573-2601

２月１１日（火）必着

コンサベーション・アライアンス・ジャパ
ン アウトドア環境保護基金助成（後

（一社）コンサベーション・アライ
アンス・ジャパン

２月１５日（火）必着

大阪ＮＰＯセンター 1000万円応援ＰＲ
ＯＪＥＣＴ

認定ＮＰＯ法人大阪ＮＰＯセンタ
ー 事務局

TEL06-6223-3303
FAX06-6223-3306

２月１５日（火）必着


