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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

令和４年度 発掘報告会
「いしかわを掘る」 石川
県民大学校開設講座

2月26日(日) 13:00～16:
30 県地場産業振興センタ
ー 新館コンベンションホー
ル

〇報告
(1)一針Ｃ遺跡（小松市）(2)南新保遺跡群（金沢市）
(3)観法寺墳墓群（金沢市)(4)宮永遺跡　（白山市）
(5)南野台遺跡　（小松市)(6)金沢城跡　（金沢市）

（公財）石川県埋
蔵文化財センタ
ー 普及啓発担当
076-229-4477

シンポジウム「ゴミに取
り組むひとびと～河北
潟からゴミをなくすため
には」

2月24日(金) 14:00～16:
30（開場13:30） エコみら
い河北研修室（津幡町領家
9-1） 及びオンライン

○内容　　
・河北潟のゴミの現状、ゴミ調査の結果や「河北潟ク
リーン作戦」の取組について
・ゴミ処理の現状や課題、リサイクルやゴミ削減の取
組紹介
・ディスカッション　

ＮＰＯ法人 河北潟
湖沼研究所
076-288-5803

石川県中央歩こう会（２
月予定）　寒さに負け
ず歩こう

2/26(日) 9時15分 いしか
わ四高記念公園

（月　　日） 2/26(日)　
（行　　事） 金沢ウォーキングマップ（中村地区）
（集合場所） いしかわ四高記念公園
（集合時間） 9時15分 　 　
（歩行距離） 4.5km

石川県中央歩こ
う会
090-6270-150
9

２月の元ちゃんハウス 28日(火) 11:00～16：00 
元ちゃんハウス、オンライン

〈２月のプログラム〉
「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

未来を生み出す思考法
とスキル「NPOの事業・
企画づくり」ゼミ

3月9日(木),3月30日(木),
4月20日(木) 14:00～16:
30 オンラインセミナー

日程　　　
第１回 3月 9日(木) 14:00～16:30
第２回 3月30日(木) 14:00～16:30
第３回 4月20日(木) 14:00～16:30
講　師　土岐 三輪 氏（インパクト・マネジメント・ラボ
共同代表）受講料　３回セット料金Cプラン（聴講生：
オンライン）10000円／人

ＮＰＯ法人 ＮＰＯ
サポートセンター
03-6453-7498

ボランティアカフェ＠ま
つがえ

3月9日(木),3月15日(水),
3月17日(金) 14:00～15:
00 金沢市松ヶ枝福祉館 4
階 学習室

○日時内容
・3月 9日(木) 14:00～15:00
　ゲスト：いしかわSCD・MSA友の会 事務局次長 松
本 蘭 氏
　テーマ：患者・家族会のボランティアについて
・3月15日(水) 14:00～15:00
　ゲスト：金沢ほっとの会　代表 佐藤 勝利 氏
　テーマ：自死遺族を支えるために
・3月17日(金) 14:00～15:00
　ゲスト：レインボー金沢　共同代表 杉田 真衣 氏
　テーマ：知ることから始めようLGBT

(福）金沢市社会
福祉協議会　金
沢ボランティアセ
ンター
076-231-3725



「広がれボランティアの
輪」連絡会議　勉強会

3月30日（木） 13：30～16
：00 会場参加（全社協会
議室）及びオンライン（Zoo
m）

13:30～ 開会・あいさつ
上野谷加代子さん（「広がれボランティアの輪」連絡
会議 会長）
13:35～ 実践報告
子ども・若者を支える活動、若者が主体的に活動を進
めている3つの実践から、子どもや若者が自分らしく
成長できる社会のために、ボランティア・市民活動が
できることを考えます。実践報告各20分、あわせてコ
メンテーターとの質疑応答を行います。
（1）社会的養育と若者の活動の視点から
山内ゆなさん（一般社団法人 JETBOOK作戦 代表）
（2）地域のこどもの育ちを見守る視点から
荒木裕美さん（石巻市子どもセンターらいつ 館長）
（3）SNSを活かした活動の魅力発信と顔の見える関
係づくりをめざして
冨士崎祐衣 さん（大分県青年赤十字奉仕団）
※ コメンテーター　上野谷加代子さん
15:00～ グループ討議　参加者どうしグループに分
かれて情報共有・交流を行います。
15:45～ まとめ　　 グループ討議をふまえ、学びを
共有します。
16:00 終了

「広がれボランテ
ィアの輪」連絡会
議
03-3581-4656

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

お金をまわそう基金 助成先団体募集 （公財）お金をまわそう基金 TEL03-6380-9864
FAX03-6380-9864

2月28日(火）必着

こどもの未来創造基金　令和５年度 児
童養護施設等助成金

（公財）こどもの未来創造基金
事務局

TEL03-6712-7763
FAX03-6712-7763

2月28日(火）必着

杉浦記念財団　第12回 杉浦地域医
療振興助成（活動分野）

（公財）杉浦記念財団 TEL0566-72-3007
FAX0566-72-2901

2月28日(火）必着

音楽文化創造 2023年度「国際音楽の
日」記念事業に関する助成

（公財）音楽文化創造 2023年
度「国際音楽の日」記念助成係

TEL03-5794-8662
FAX03-5794-8663

2月28日(火）必着

令和５（２０２３）年度 東京動物園協会
野生生物保全基金助成

（公財）東京動物園協会 野生
生物保全基金事務局

TEL03-3828-8235
FAX03-3828-8237

2月28日(火）必着

公益推進協会「ちはるスタイル基金」助
成

（公財）公益推進協会 ちはるス
タイル基金担当

TEL03-5425-4201
FAX03-5425-4204

2月28日(火）必着

木口福祉財団 2023年度地域福祉振
興助成

（公財）木口福祉財団 TEL0797-21-5150
FAX0797-35-5261

3月14日(火）必着

国土緑化推進機構　2023年度 緑の
募金助成

（公社）国土緑化推進機構 基
金業務部

TEL0120-110-381
FAX0120-110-381

3月15日(水）必着

国土緑化推進機構　令和５年度「緑と
水の森林ファンド」公募事業募集

（公社）国土緑化推進機構 基
金業務部

TEL0120-110-381
FAX0120-110-381

3月15日(水）必着

国際協力機構　2023年度「世界の人
びとのためのJICA基金活用事業」提案
募集 　　　　　　　　～はじめの一
歩ＮＧＯスタートアップ支援～

（独）国際協力機構 TEL076-233-5931
FAX076-233-5959

3月15日(水）必着


