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あいむからのお知らせ
昨年１０月１日より、ＮＰＯ法人は「貸借対照表」を定款で決

２～４Ｐ

イベント情報

められた方法で公告しなければならなくなりました。公告をして

５・６Ｐ

助成金情報

いない法人は、二十万円以下の過料に処される場合がありますの
で、未実施の法人は速やかに公告を行ってください。
※公告、定款変更等のご相談はあいむまで (076-223-9558)

「ＮＰＯ会計税務相談会」開催のお知らせ
ＮＰＯ法人の会計・税務実務について、税理士の方から個別に具体的なアドバイスを
受けることができる無料相談会を、次のとおり開催いたします。
日時：６／１２（水）１３：３０～ 場所 石川県ＮＰＯ活動支援センター会議室
※相談開始時間を13:30、14:10、14:50の３つの中からお選びください。
お申込みは、電話・ＦＡＸ・メールにて受け付けております。
団体名・参加者氏名・連絡先・希望時間帯をお伝えください。
みなさまのお申込みをお待ちしております。

受付窓口はあいむです

申込用紙
QRコード

電話

076-223-9558

ＦＡＸ

076-223-9559

「ＮＰＯ職員スキルアップセミナー」開催のお知らせ
ＮＰＯ法人の会計・税務と登記の基礎を学ぶことができるセミナーを開催いたします。
講師は税理士の方と法務局の方です。（七尾会場の登記の講師は石川県職員です）
金沢会場： 日時 ６／１１（火）１３：３０～１６：００
場所 石川県庁１００２会議室
七尾会場： 日時 ６／２１（金）１３：３０～１６：００
場所 七尾サンライフプラザ第１３会議室
お申し込みは石川県県民文化スポーツ部県民交流課自主活動推進グループまで
申込用紙QRコード
電話 ０７６－２２５－１３６５
ＦＡＸ ０７６－２２５－１３６３

あいむの会議室、作業室をどうぞご利用ください
あいむでは、ＮＰＯ団体の皆さまに、プロジェクターやブルーレイディスク
プレーヤーなどを備えたあいむの会議室（約40平米）を無料で貸し出して
います。また、輪転機や紙折機などがそろっている作業室もご利用できます。
ぜひ積極的にご活用ください。（詳細はあいむ 076-223-9558 まで）

Pickupワード
ｸﾗｳﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ

ＣＦ

「Crowd(群衆)」と「Funding(資金調達)」を合わせた造語「クラウドファンディング」の略称で
す。（「Cloud(雲)」ではないので注意！）インターネットなどを通じて、不特定多数の人から資金
を調達する手法のことですが、近年、ＮＰＯ活動でも盛んに活用されるようになってきました。
1

イベント情報
雑穀と豆のほんのり甘いおかゆ
-がんとむきあう会料理教室-

6/8

食欲不振時に食べやすいおかゆ、トマトの葛プリ
ンなどみんなで簡単に作りましょう。
日時：2019年 ６月 ８日（土）
11:00～13:00
場所：元ちゃんハウス
（金沢市石引4-4-10 石引町バス停近く）
対象者：がん患者さん、そのご家族やお友達
医療従事者
参加費：無料
主催者：認定ＮＰＯ法人がんとむきあう会
問い合わせ：076-232-5566

第28回金沢マギーまなびの教室
「薬局との賢い付き合い方」

6/8

がんに詳しい医療従事者が、がん医療の知識をわ
かりやすく説明し、みなさんの身近な疑問にもお答
えします。（予約不要）
日時：2019年 6月 8日（土）
講演会 13:00～15:00
※講義30分程と疑問に答える茶話会です
場所：元ちゃんハウス
（金沢市石引4-4-10 石引町バス停近く）
参加費：無料
主催者：認定ＮＰＯ法人がんとむきあう会
問い合わせ：076-232-5566

金沢がん哲学外来

6/9

日時：2019年 6月 9日（日）
13:00～16:00
第1部 「あなたらしく笑顔で『いきる』を
支える」
「がん哲学外来：生と死を考える」
第2部 ミニコンサート
第3部 メディカルカフェ い～じぃ外来相談
場所：金沢赤十字病院5階講義室
入場料：無料
主催者：金沢がん哲学外来
金沢大学附属病院緩和ケアセンター

２

いっしょに歩きませんか

6/7 ・ 9
・ 26 ・ 27

当日参加大歓迎です。動きやすい服装、履きなれ
たシューズ、参加費300円、飲み物をお忘れなく。
日時：2019年 6月 7日(金) （5.5km）
行事：大桑ウォーク
集合時間：8時45分
集合場所：金沢城石川門観光案内所
日時：2019年 6月 9日(日) （6km）
行事：さわやかウォーク
集合時間：8時45分
集合場所：いしかわ四高記念公園
日時：2019年 6月 26日(水) （5km）
行事：金沢三十三観音巡り
集合時間：9時15分
集合場所：いしかわ四高記念公園
日時：2019年 6月 27日(木) （6.5km）
行事：越前和紙の神様に会いに行こう
集合時間：7時45分
集合場所：金沢港口観光バス乗り場
参加費：300円（保険料含む）
主催者：石川県中央歩こう会
問い合わせ：090-6270-1509 (事務局:森)

コミュニケーション
スキルアップ講座

6/15

本音を出すことができず、我慢してしまいがちで、
かえって人間関係をぎくしゃくしてしまったことは
ありませんか？自分の思考パターンに気づき、具体
的な場面を通して人間関係のスキルを学びます。
（WEKプロジェクト女性のためのエンパワーメン
ト事業）
日時：2019年 6月 15日（土）
10:00～16:00
テーマ「考え方のクセを変えるコツ」
場所：石川県女性センター研修室
※1階掲示板で詳細をご確認ください
参加費：2000円（会員1000円）
主催者：ＮＰＯ法人ウィメンズ・エンパワーメン
ト金沢プロジェクト
問い合わせ：076-255-7582
メール：wek7582@spice.ocn.ne.jp

※各イベントの詳細は主催者にお問い合わせください。 ※2019.5.28 までにお寄せいただいた情報を掲載しております。

イベント情報
初夏を味わう里山のおもてなし
笹寿し作り

6/15

自然に感謝していただくおもてなし料理から、食
材を活かす知恵、自然との共生について考えましょ
う。氏名、当日の連絡先電話番号を明記してお申込
みください。未就学児の同伴は可能です。
日時：6/15（土）9:30～14:00
場所：夕日寺健民自然園体験工房 定員：20名
参加費：1500円（ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ保険料込み）
持ち物：エプロン、三角巾、タオル、ふきん、
キッチンばさみ、筆記用具
主催者：ＮＰＯエコラボ
問い合わせ：elaboesd@yahoo.co.jp

コミュニケーション講座
-脳をフル活用するＮＬＰ-

6/16
・ 7/21
・ 8/25

ＮＬＰ（神経言語プログラミング）の基本を学ん
でコミュニケーション力アップ！１コースと２コー
スは同じ内容です。
1回目内容：NLP概論 VAK(五感)モデル
五感を使ったプレゼンテーション
2回目内容：ラポールの概論
相手との信頼関係を築くコツ
日時：1コース 1回目 5/19 9:30～12:00
2回目 6/16 9:30～12:00
2コース 1回目 7/21 9:30～12:00
2回目 8/25 9:30～12:00
場所：石川県ＮＰＯ活動支援センター会議室
（香林坊ラモーダ 7階）
受講費：1回3000円
主催者：ＮＰＯ法人スタンドバイユー
問い合わせ：076-256-5344
メール：sbv.raku2nlp@gmail.com

ＮＬＰでコミュニケーションの
壁を越えるセミナー

6/30

コミュニケーション講座の特別講座です。
日時：2019年 6月 30日（日）
9:30～12:00
場所：石川県ＮＰＯ活動支援センター会議室
（香林坊ラモーダ 7階）
講師：甲楽城一夫 氏
（NLPマスタープラクティショナー）
主催者：ＮＰＯ法人スタンドバイユー
問い合わせ：076-256-5344
メール：sbv.raku2nlp@gmail.com

性の多様性と家庭養護
-子ども、地域、行政をつなぐ-

6/22 ・
6/23

ＬＧＢＴのいる家庭は、社会的に孤立しやすい立
場に置かれながらも、私たちと同じ社会に生きてい
ます。家族を孤立させずに外へと開いていくために
私たちは何ができるかを、家庭養護とそれに関連す
る取り組みを事例に、子どものために活動してきた
講師とともに考えます。
日時：初日 ：6/22（土）13:30～16:30
テーマ「ＬＧＢＴと社会的養護
-育てる側、育てられる側-」他
２日目：6/23（日）9:30～11:30
テーマ「社会の親として生きる -虐待・
貧困・依存 家族関係の課題を解決する
ための地域支援拠点の実践-」他

場所：金沢勤労者プラザ研修室101
主催者：金沢シンポジウム実行委員会
問い合わせ：076-281-8343
（石川県立看護大学サンベ）

父母の養育を受ける子の権利と
面会交流～家族の多様性

6/22

より多くの方に「父母の養育を受ける子の権利と
面会交流」について理解していただくための公開講
演会です。
日時：6/22（土）13:30～15:00
場所：石川県女性センター2階 大会議室
定員：50名
参加費：500円（会員300円）
主催者：ＮＰＯ法人ウィメンズ・エンパワーメン
ト金沢プロジェクト
問い合わせ：076-255-7582
メール：wek7582@spice.ocn.ne.jp

ピアサポートの理論とコミュニ
ケーションについて学ぼう！

6/29

一昨年のピアサポート研修を受けられた方を中心
にビギナーにも参加していただき、”ひとりじゃな
いよ”という思いをどんなふうに伝えられるのかを
学びます。
日時：6月 29日（土）10:00～16:00
場所：元ちゃんハウス
（金沢市石引4-4-10 石引町バス停近く）
対象者：がん体験者・ピアサポーターを目指す方
入場料：無料
主催者：認定ＮＰＯ法人がんとむきあう会
問い合わせ：076-232-5566

※各イベントの詳細は主催者にお問い合わせください。 ※2019.5.28 までにお寄せいただいた情報を掲載しております。

3

イベント情報
ＯＰＬＬ
らんちタイム交流会

6/9 ・
9/14 ・
11/16 他

話を聴いてくれる仲間がいる
それだけで悩みは半減し喜びは倍加
一人で悩まないで…
日時：6/9(日)・9/14(土)・11/16(土)
1/19(日)・3/14(土)
各回 12:00～15:00
参加費：無料（ランチの場合は1000円程度）
場所：町家サロン むじん蔵
（金沢市有松１－４－７）
主催：石川県ＯＰＬＬ(脊柱靭帯骨化症)友の会
問い合わせ：090-2037-1161（大田）
090-3765-0340（上口）

サポートグループ凪

毎月第３
木曜日

あなたは、夫や恋人と居て、つらくありません
か？ピアサポートグループは、モラハラ、暴力など
同じ悩みを持つ人が集まって、気持ちを言葉にして
語り合う場です。グループで話されたことは、誰も
批判、中傷、干渉はしません。その場限りの話とし
て秘密は守られます。
日時：毎月第3木曜日 14:00～16:00
場所：非公開です
下記へお問い合わせください
主催者：ＮＰＯ法人ウィメンズ・エンパワーメン
ト金沢プロジェクト
問い合わせ：076-255-7582
メール：wek7582@spice.ocn.ne.jp

こころのケア講座
～傷つきからの回復ワーク～

-歩きつ学びつ語らいつ-

7/7
・ 7/21
・ 7/28

当日参加大歓迎です。動きやすい服装、履きなれ
たシューズ、参加費300円、飲み物をお忘れなく。
日時：2019年 7月 7日(日) （5.5km）
行事：泉鏡花の道を訪ねて
集合時間：8時45分
集合場所：金沢城石川門観光案内所
日時：2019年 7月 21日(日) （4km）
行事：味噌蔵地区寺院巡り
集合時間：8時45分
集合場所：しいのき迎賓館玄関前
日時：2019年 7月 28日(日) （5.8km）
行事：ホタル探索ウォーク
集合時間：8時45分
集合場所：いしかわ四高記念公園
参加費：300円（保険料含む）
主催者：石川県中央歩こう会
問い合わせ：090-6270-1509 (事務局:森)

「こころの居場所」
開催のお知らせ

毎月第３
木曜日

こころの病気の人も、そうでない人も安心して集
える場所。こころが疲れてしまったと思ったらふ
らっと立ち寄れる場所。そんな『こころの居場所』
を作ってみました。どなたでも自由に立ち寄ってい
きませんか？
日時：毎月第3木曜日 14:00～16:00(8月休み)
場所：金沢学生のまち市民交流館
（金沢市片町2-5-17 片町きらら裏）
主催者：メンボラ金沢ひだまりの会
twitter：@Hidamari_ibasho

毎月第2
・4木曜日

どんな暴力でも心は傷つきます。傷つきや、その
傷の手当ての方法を知ることにより、自分が持って
いる内面の力を見出していき、こころの回復をして
いくための講座です。
日時：毎月第2・4木曜日 14:00～16:00
※7月からは第2・4土曜日にも開催
場所：石川県女性センター
対象者：テーマに関心のある女性10名程度
参加費：会員 一回300円 一般 一回500円
※ｱｰﾄﾜｰｸ材料費、お茶・菓子代等として
主催者：ＮＰＯ法人ウィメンズ・エンパワーメン
ト金沢プロジェクト
問い合わせ：076-255-7582
メール：wek7582@spice.ocn.ne.jp
４

いっしょに歩きませんか

依存症の女性のお茶会

毎月第３
火曜日

薬が、お酒が、やめられない…。なかなか話せな
い心の内を、同じ悩みをもつ仲間と話してみません
か！ 自分が呼ばれたい名前で、話したいことだけ
を話す、話したくない時は、何も言わなくていい。
ただ、ここが、あなたの安心できる“居場所”で
あることを願って…。
日時：毎月第3火曜日 18:30～19:30
場所：石川県ＮＰＯ活動支援センター
主催者：Ｆｏｒｅｓｔ
連絡先：forest300619@yahoo.co.jp
ブログ：https://ameblo.jp/adgjmptw159357niji/

※各イベントの詳細は主催者にお問い合わせください。 ※2019.5.28 までにお寄せいただいた情報を掲載しております。

助成金情報

助成金情報は当センターのホームページで
くわしくご紹介しています （ＱＲコード→）

※各助成金の詳細は助成団体にお問い合わせください。 ※2019.5.28 までにお寄せいただいた情報を掲載しております。

名称・団体名

心とからだのヘルスケアに関する
市民活動・市民研究支援
ファイザー株式会社

未来のふるさとづくり応援事業
石川県健民運動推進本部

子ども音楽基金
（公財）ソニー音楽財団

子ども育成支援事業
（社福）読売光と愛の事業団

子育てと仕事の両立支援に対する
助成活動
（一社）生命保険協会

緑の都市賞
（公財）都市緑化機構

緑の環境プラン大賞
(公財)都市緑化機構・(一財)第一生命財団

文化財保護活動助成
（公財）朝日新聞文化財団

対象事業等

〆切

【趣旨】このプログラムは、ヘルスケアを重視した社会
の実現に向けて、「心とからだのヘルスケア」の領域で
活躍する市民団体や患者団体・障がい者団体による、
「健やかなコミュニティ」づくりへの試みを支援するこ
とを目的としています。主に「中堅世代」を対象とした
市民活動や市民研究のさらなる発展を応援しています。

6/17

【対象となる活動】・ふるさとの文化や歴史、伝統を守
り伝承するための活動。・郷土の自然を大切にし、安
心・安全で住みよい生活で住みよい生活環境をつくるた
めの活動。・家族や地域とのつながりを大切にするため
の活動

6/21

【趣旨】子どもたちへの教育を目的とした音楽活動に取
り組んでいる団体の活動を支援し、助成を行うことで、
子どもたちが心豊かに暮らすことのできる環境づくりを
サポートいたします。

6/28

【趣旨】子どもの貧困が社会問題と言われる中、日本で
暮らす子どもたちがその環境などに左右されずに、健全
に育つように支援活動をされている団体に資金助成しま
す。

6/28

【対象事業】待機児童の解消に向けた保育所または放課
後児童クラブの受け皿拡大・質の向上、および保育所利
用者の多様なニーズに対応した事業を推進するうえで必
要な環境整備に対し、助成を行います。

6/28

マーブル東明（2017）
旭かもめクラブ（2015）
松南保育園（2015）
【趣旨】明日の緑豊かな都市づくり・まちづくりを目指
し、緑の保全・創出活動に卓越した成果をあげている市
民活動団体及び企業等、並びに公共団体を顕彰し、これ
により都市の緑化推進、緑の保全による快適で地球にや
さしい生活環境を創出することを目的としています。

6/30

【趣旨】緑豊かな都市環境の形成を図るとともに、生活
の質の向上やコミュニティの醸成等に役立つことを願い
としています。「シンボル・ガーデン部門」「ポケッ
ト・ガーデン部門」「おもてなしの庭」の３つの部門が
あります。

6/30

【助成対象】１．美術・工芸品等の文化財の保存・修
復・公開活用、２．史跡・考古資料等の歴史遺産の保
存・修復・公開活用、３．これら文化財の環境保全等に
関わる事業や活動
6/30
金沢芸術創造財団金沢21世紀美術館（2016）
石川県音楽文化振興事業団（2015）
金沢芸術創造財団（2014）
認定ＮＰＯ法人金沢アートグミ（2014）
5

助成金情報

助成金情報は当センターのホームページで
くわしくご紹介しています （ＱＲコード→）

※各助成金の詳細は助成団体にお問い合わせください。 ※2019.5.28 までにお寄せいただいた情報を掲載しております。

名称・団体名

あしたのまち・くらしづくり活動賞
レポート募集

対象事業等

〆切

【趣旨】地域が直面するさまざまな課題を自らの手で解
決して、住み良い地域社会の創造をめざし、独自の発想
により全国各地で活動に取り組んでいる地域活動団体等
の活動の経験や知恵などのストーリーをレポートとして
お寄せください。

7/3

（公財）あしたの日本を創る協会

ＮＰＯ法人くくのち（2014）
美川生活学校（2014）
ＮＰＯ法人阿羅漢（2012）

プロ・ナトゥーラ・ファンド助成
（公財）自然保護助成基金

自動車購入費助成
（公財）損保ジャパン日本興亜福祉財団

【趣旨】プロ・ナトゥーラ・ファンド助成は、国内外の
自然環境の保全に資する調査・研究、および市民活動に
対する助成プログラムです。今年度は、国内研究助成・
国内活動助成・海外助成・特定テーマ助成の４カテゴ
リーで申請を受け付けております。

7/12

【趣旨】障害の有無にかかわらず、すべての人が地域の
中でともに支えあいながら暮らすことのできる社会づく
りの一助となるべく、2019年度の自動車購入費助成を
行います。

7/12

【対象】社会福祉に関する民間の事業で、障害者の福祉
向上案件、および難病案件、虐待防止案件を対象としま
す。

社会福祉助成金
（一財）松翁会

7/31

ＮＰＯ法人福寿草の郷（2011）

男女共同参画社会の推進及び少子化対策
の為の顕彰事業
（公社）程ヶ谷基金

【趣旨】男女共同参画社会の推進と少子化対策を目指し、
若手研究者による同テーマの研究ならびに活動を支援す
る顕彰事業をおこないます。具体的には、若手研究者の
おこなう男女共同参画社会や少子化に関する研究論文や
9/30
NPO活動等の中から、優秀なものを選び、その功績を
称える顕彰事業を実施します。
子ども夢フォーラム（2013）

あいむは、皆さんの
いたします。
イベント、講座、会報誌などの活動情報や
会員・ボランティア募集情報などをお寄せください。
いただいた情報は、内容や時期等に応じて、下記の方法で当センターから
情報発信いたします。
（随時更新）
（毎月発行）
（年数回）

※掲載の都合上、いただいた情報は編集することがございます。あらかじめご了承ください。

送付先
〒920-0961 金沢市香林坊２丁目４番３０号
（問い合わせ先）
TEL：076-223-9558
メール：npo@pref.ishikawa.lg.jp
６

