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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

７月の元ちゃんハウス ①7月21日②7月26日(火)
 ①
13:30～15：00②11:00
～16：00 元ちゃんハウス

〈がんに関するサポート〉（対面による相談）
　相談日　月曜日～金曜日および第１土曜日　11:
00～16:00　予約制
　申込方法　電話 076-232-5566(代）、メール
info@gmk.or.jp
　7月21日(木) 13:30～15：00「おまかせうんチッチ
相談」（対面）うんちのこと、おしっこのこと何でも相談
　7月26日(火) 11:00～16：00「特別な火曜日」（
対面）（オンライン）交流会、アロママッサージ、ルーシ
ーダットン（タイ式ヨガ）

認定NPO法人が
んとむきあう会
076-232-5566

子ども、若者の相談、支
援に係る「相談業務研
修」研修生募集

相談業務 　　10月13日(
木)14日(金)19日(水)20日
(木)21日(金)相談業務上
級
10月13日(木)14日(金)17
日(月)18日(火)19日(水) 0
 オンライン研修及び集合研
修

相談業務研修：子ども、若者の相談業務に当たる職
員等を対象に、社会生活を円滑に営む上での困難を
有する子ども、若者の特性や支援方策について実践
的に学ぶ研修
相談業務上級研修：子ども、若者の相談業務の中心
を担う職員等を対象に、複合的な困難や課題を有す
る子ども、若者の支援に必要となる分野横断的な知
識、技能を習得させ、その資質向上を図るとともに、支
援に関わる関係機関との連携の強化を目的とした研
修
　※両研修とも「子ども、若者育成支援推進法」に基
づく研修です。

内閣府政策統括
官（政策調整担
当）付青少年支
援担当
03-5253-2111

令和４年度「ファシリテ
ーター養成講座 Ｂコー
ス」の受講者募集

9/8(木)、9/9(金)、9/22(
木)、12/1(木) 実地体験（
演習） 石川県立生涯学習
センター

ファシリテーターについて必要な心構え、考え方を講
義・ワークショップ・実地体験を通して学ぶ応用的な
講座

石川県立生涯学
習センター 社会
教育グループ
076-223-9572



令和４年度石川県民大
学校　ふるさとモット学
び塾

① 10月8日(土)② 9月23
日(金祝) ③
9月16日(金) ①②13:30
～15:00　③8:00～16:3
0 ①矢田郷地区コミュニテ
ィセンター②白山市鶴来総
合文化会館クレイン③万葉
歴史館、雨晴海岸、田子浦
藤波神社、十二町潟水郷
公園等

【ふるさとふれあい講座　能登会場】　
○時期 第2回 10月8日(土) 「石動山と山麓に引き継
がれる歴史遺産群」　　
○会場　矢田郷地区コミュニティセンター（七尾市本
府中町ヲ38）
○時間　13:30～15:00
○定員　30名（先着順）
○受講料　無料
○募集開始　8月1日（月）定員に達し次第締め切り

【ふるさとふれあい講座　加賀会場】
○時期　第1回　9月23日(金祝)「全国に拡がる白
山信仰」　　　　　
○会場　白山市鶴来総合文化会館クレイン（白山市
七原町77）　　　　　
○時間　13：30～15：00
○定員　30名（先着順）
○受講料　無料
○募集開始　8月1日（月）定員に達し次第締め切り

【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
　第3回「大伴家持ゆかりの地を訪ねる～高岡市伏
木を中心に～」（バス・徒歩）
○日時　　　9月16日(金) 8:00～16:30　
○乗降場所　金沢駅　　
○見学先　　万葉歴史館、雨晴海岸、田子浦藤波神
社、十二町潟水郷公園等
○定員 20名　※応募者多数の場合は抽選
○費用　　　受講料 バス代は無料 ※施設入場料・
昼食代・保険加入費等は実費負担
○申込期間　7月16日(土)～8月16日(火)

石川県立生涯学
習センター社会
教育グループ
076-223-9572

石川県中央歩こう会（８
月予定）

①8/7(日)　②8/25(木)③
8/28(日) ①9時15分②8
時45分③8時45分 ①金沢
城公園②にし茶屋観光駐
車場③北國銀行武蔵が辻
支店横広場

8/7(日) 金沢城内の 金沢城公園　9時15分 2.5km
重要文化財めぐり 観光案内所(石川門）
8/25(木)　金沢２５ にし茶屋観光駐車場 8時45分
 5.5km 天神を巡る　　　 　　　　　　　　
8/28(日)　 金沢ウォーキング 北國銀行 武蔵が辻支
店横広場 8時45分 4.7km　マップ(此花地区)

石川県中央歩こ
う会
090-6270-150
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

赤い羽根 ポスト コロナ（新型感染症）
社会に向けた福祉活動応援キャンペー
ン 　居場所を失った人への緊急活動
応援助成（第５回助成）

（社福）中央共同募金会 基金事
業部 居場所を失った人への緊
急活動応援助成担

TEL03-3581-3846
FAX03-3581-5755

7月25日（月）必着

公益信託 大成建設自然・歴史環境基
金 2022年度助成

みずほ信託銀行株式会社「公益
信託 大成建設自然・歴史環境
基金」事務局

TEL045-311-4889 7月29日（金）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

TEL03-5369-7480
FAX03-5369-6961

７月29日(金）必着

ＫＤＤＩ財団 2023年度 社会的・文化的
諸活動助成

（公財）ＫＤＤＩ財団　助成事務局 TEL03-3347-0077
FAX03-3347-0077

7月29日(金）必着

日本財団 2022年度福祉車両配備 （公財）日本財団 公益事業部
国内事業審査チーム車両担当

TEL03-6435-5752 7月29日(金）必着

小林製薬青い鳥財団 2022年度助成 （公財）小林製薬青い鳥財団 事
務局

TEL03-3505-5371
FAX03-3505-5377

7月29日（金）必着

松尾芸能振興財団 2022年度助成事
業

（公財）松尾芸能振興財団 助成
事業事務局

TEL03-3407-6316 7月29日（金）必着



清水基金 社会福祉法人助成事業 （社福）清水基金 TEL03-3273-3503
FAX03-3273-3505

7月31日（日）必着

Panasonic NPO/NGOサポートファン
ド for SDGs 【国内助成】2022年助成

ＮＰＯ法人 市民社会創造ファンド TEL03-5623-5055
FAX03-5623-5057

7月31日（日）必着

日本国際協力システム
2022年度JICS NGO支援事業

（一財）日本国際協力システム
総務部総務課 JICS NGO支援
事務局

TEL03-5369-7480
FAX03-5369-6961

8月1日（月）必着

ソニー音楽財団 子ども音楽基金 第４
回（2023年度）助成

（公財）ソニー音楽財団 「子ども
音楽基金」係

TEL03-3151-5261
FAX03-3151-5261

8月1日（月）必着

ブリヂストン ＢＳmile募金 2022年度
募集

（公社）日本フィランソロピー協
会「BSmile募金」事務局

TEL03-5205-7580
FAX03-5205-7585

8月5日（金）必着

イオン環境財団　第32回イオン環境活
動助成

（公財）イオン環境財団 助成担
当

TEL043-212-6022
FAX043-212-6815

8月15日(月）必着

2022年度 第18期ナショナル・トラスト
活動助成

（公社）日本ナショナル・トラスト
協会　助成金係

TEL03-5979-8031 8月19日（金）必着

前川報恩会　2022年度福祉助成 （公財）前川報恩会 TEL03-3642-1566
FAX03-3643-7094

8月3１日（水）必着

前川報恩会　2022年度地域振興助
成

（公財）前川報恩会 TEL03-3642-1566
FAX03-3643-7094

8月3１日（水）必着

ＳＢＩ子ども希望財団 2022年度助成金 （公財）ＳＢＩ子ども希望財団 TEL03-6229-1003
FAX03-3582-0686

8月3１日（水）必着

りそなアジア・オセアニア財団　2023
年度りそな環境助成

（公財）りそなアジア・オセアニア
財団

TEL048-714-2068
FAX048-714-2069

8月3１日（水）必着

第83・84・85基目 そらべあスマイルプ
ロジェクト

ＮＰＯ法人 そらべあ基金 TEL03-3504-8166
FAX03-3504-8166

8月3１日（水）必着

日本山岳遺産基金 2022年度「日本
山岳遺産」候補地の募集

日本山岳遺産基金事務局（山と
渓谷社内）

TEL03-6744-1900
FAX03-6744-1928

8月3１日（水）必着

パタゴニア 2022年度 環境助成金プ
ログラム

パタゴニア日本支社 助成金プ
ログラム窓口

TEL0467-23-8961 8月3１日（水）必着

ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ グループ環境保護基金
2023年度助成

（公社）日本フィランソロピー協
会「TOYO TIRE グループ環境
保護基金」事務局

TEL03-5205-7580
FAX03-5205-7585

9月30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

第16回文化財保存・修復「読売あをに
よし賞」候補者募集

読売新聞大阪本社文化事業部
「読売あをによし賞」事務局

TEL06-6366-1711
FAX
06-6366-1711

7月31日（日）必着

2022年度 小林製薬青い鳥財団賞 （公財）小林製薬青い鳥財団 事
務局

TEL03-3505-5371
FAX
03-3505-5377

7月29日（金）必着

2022年度 国際交流基金 地球市民
賞

（独）国際交流基金 広報部　地
球市民賞事務局

8月3日（水）必着

日本ユネスコ協会連盟　第12回プロ
ジェクト未来遺産2022募集

（公社）日本ユネスコ協会連盟
内　未来遺産運動事務局

8月8日（月）必着

ＮＨＫ厚生文化事業団　第６回 「認知
症とともに生きるまち大賞」活動を募
集

（社福）ＮＨＫ厚生文化事業団「
認知症とともに生きるまち大賞」
係

TEL03-3476-5955
FAX
03-3476-5956

8月19日（金）必着

石川県 第24回バリアフリー社会推進
賞

石川県健康福祉部厚生政策課
地域福祉グループ

TEL076-225-1419
FAX076-25-1409

8月3１日（水）必着



2022年度第18回 住まいのまちなみ
コンクール

（一財）住宅生産振興財団内
住まいのまちなみコンクール事
務局

TEL03-5733-6733
FAX
03-5733-6736

8月3１日（水）必着

「第6回 日本女性学習財団 未来大賞
」レポート募集

（公財）日本女性学習財団 第6
回未来大賞係

TEL03-3434-7575
FAX
03-3434-8082

8月3１日（水）必着

倫理研究所 第26回地球倫理推進賞
公募

（一社）倫理研究所「地球倫理
推進賞」事務局

TEL03-3264-2251 8月3１日（水）必着

第２１回渋沢栄一賞の候補者募集 埼玉県産業労働部　産業労働
政策課

TEL048-830-3726
FAX
048-830-4818

9月09日（金）必着

日産財団 2022年度第６回リカジョ育
成賞

（公財）日産財団 学校教育支援
グループ

TEL045-620-9780 令和５年01月09日（月
）必着


