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『ボランティアネット　登録者募集』
    ≪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。

  ≪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。

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

第60回 はぐはぐ子育て
塾「お母さんの人生を
豊かにするマイカップ運
動」

1月19日(木) 10:30～12:
00 いしかわ子ども交流セ
ンター 大研修室

○内容
第１部 歌・ゲーム・絵本などのアクティビティ
　　　 講師：高桑陽子氏(幼稚園教諭・保育士)
第２部　お話
　　　 講師：多賀千之氏(多賀クリニック 小児科医）

ＮＰＯ法人 子育て
支援はぐはぐ そ
のままでいいよ
070-6559-955
7

令和４年度 食品リサイ
クルセミナー

1月20日(金) 10:00～12:
00 石川県庁行政庁舎11
階 1105会議室

○内容
(1) 知事表彰の表彰式及び受賞者による取組み事例
発表
(2) 講演　テーマ「地方におけるリサイクラーの役割」
　 講師　本野 洋至 氏（株式会社 トスマク・アイ）

石川県農林水産
部農業政策課
076-225-1663

石川県中央歩こう会（
令和５年１月予定）　新
年も楽しく歩きましょう

1/28(土)　
10時00分
近江町交流プラザ　プレイ
ルーム

（月 　 日） 1/28(土)　
（行　　事）健康わくわく出前講座　　 　
（集合場所）近江町交流プラザ　プレイルーム
（出発時間）10時00分 　
　　　　　　

石川県中央歩こ
う会
090-6270-150
9

「子育て・まちづくり支
援プロデューサー」養成
講座（第１１期）参加者
募集

2/4(土) 、2/18(土)、3/4(
土) 13:00～17:00 minat
oku 港区子育てひろば「あ
い・ぽーと」及びオンライン

2/4(土)2/18(土)３/４(土)
いずれも原則13:00～17：00
(対面またはZoom利用のオンライン）
※ほかの動画視聴の講義有（2/4～2/17，2/20～3
/3）
対象：主に定年前後の男性

ＮＰＯ法人 あい・
ぽーとステーショ
ン
03-3556-8471

「労働者協同組合」に
関する研修会

2月14日(火) 10:00～12:
00 オンライン開催

○内容
・労働者協同組合法の概要について
・全国の「協同労働」の活用事例紹介　他
講師
川原 隆哲 氏（ＮＰＯ法人ワーカーズコープ北陸信越
事業本部 部長）　
関野 智史 氏（ＮＰＯ法人ワーカーズコープ北陸信越
事業本部 事務局長）

石川県商工労働
部労働企画課
076-225-1531

ＯＰＬＬティータイム交流
会

1月22日(日) 及び 3月19
日(日) 13:30～15:30 町
家サロン むじん蔵

話を聴いてくれる仲間がいる　それだけで悩みは半
減　喜びは倍加

石川県ＯＰＬＬ友
の会
090-2037-116
1



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

2023年度 倶進会助成事業 （公財）倶進会 FAX03-5366-5040 1月30日(月）必着

WAM助成 独立行政法人 福祉医療機構 Ｎ
ＰＯリソースセンター

TEL03-3438-4756
FAX03-3438-9942

1月30日(月）必着

福祉医療機構 令和５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

TEL03-3438-4756
FAX03-3438-0218

1月30日(月）必着

福祉医療機構 令和５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

TEL03-3438-4756
FAX03-3438-0218

1月30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【再公募・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(火）必着

全日本冠婚葬祭互助協会 令和４年度
（第24回）社会貢献基金助成

（一社）全日本冠婚葬祭互助協
会 社会貢献基金運営事務局

TEL03-3596-0061 1月31日(火）必着

2023年度「ネオニコチノイド系農薬に
関する企画」公募助成

（一社）アクト・ビヨンド・トラスト
助成係

TEL
070-6551-9266
FAX03-6869-2411

1月31日(火）必着

明治安田クオリティオブライフ文化財団
令和５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(火）必着

三菱ＵＦＪ国際財団 2023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(火）必着

日本音楽財団 2023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(火）必着

アイスタイル芸術スポーツ振興財団
2023（令和5）年度 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(火）必着

公益推進協会「釋海心基金」助成 （公財）公益推進協会 釋海心基
金担当

TEL03-5452-4201
FAX03-5205-1814

1月31日(火）必着

エイズ予防財団助成事業 （公財）エイズ予防財団 TEL03-5259-1811
FAX03-5259-1812

1月31日(火）必着

日韓文化交流基金 令和5（2023）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(火）必着

東京海上日動キャリアサービス 第３回
（2023年度）働く力応援基金助成

（公財）パブリックリソース財団 TEL03-5540-6256
FAX03-5540-1030

1月31日(火）必着

赤い羽根福祉基金「盛和塾　社会人
定着応援プログラム」リスタート応援助
成

（社福）中央共同募金会　基金
事業部「盛和塾プログラム担当
」

TEL03-3581-3846
FAX03-3581-5755

2月6日(月）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 期
）

（一社）コンサベーション・アライ
アンス・ジャパン

TEL042-944-5855
FAX042-944-5825

2月15日(水）必着

公益推進協会 「横寺敏夫　患者と家
族の支援基金」助成

（公財）公益推進協会 「柴田義
男 千惠子基金」担当

TEL03-5425-4201
FAX03-5405-1814

2月15日(水）必着

2022年度 ノエビアグリーン財団助成
事業 ＜団体用＞

（公財）ノエビアグリーン財団事
務局

TEL03-5568-0305 2月18日(土）必着


