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あいむからのお知らせ
今年も台風や大雨などによる災害が全国各地で発生しています。

２～４Ｐ

イベント情報

被災地でボランティア活動をされる際は、被災状況やボランティ

５・６Ｐ

助成金情報

アの受け入れなどの情報について、現地のボランティアセンター
や全国社会福祉協議会、内閣府、消防庁のホームページなどを活
用して事前に調べ、二次被害にあわないよう気をつけましょう。

「災害ボランティア体験入門講座」の開催のお知らせ（県委託事業）
本講座は、災害時のボランティア活動について、座学だけではな
く、泥上げや土のう作り作業、新聞やダンボールの活用方法などを
模擬体験することができます。
また、ご希望の日時・場所で開催することができますので、公民
館・学校などを利用した地域の防災活動や企業のＣＳＲ教育の一環
としてもご活用いただけます。
この機会にぜひお申し込みください。
講座の内容

案内サイト
QRコード

基本講座（６０分）
災害ボランティア活動の内容、注意点、心構えなど
＋
選択講座（下記から選んでください。複数選択ＯＫです）
① 床板外しと泥上げ、土のう作りと運搬 （６０分） ※選択講座①の会場は金沢市大浦町の
特設会場となります。
② 災害時に役に立つ新聞紙の活用方法
（３０分）
③ 災害時に役に立つビニール袋調理
（３０分） ※基本講座＋選択講座の所要時間は、
④ 災害時に役に立つレジ袋の活用方法
（３０分）
おおむね２～３時間です。
⑤ 災害時に役に立つダンボールの活用方法（３０分）
※本講座を受講された団体は、
⑥ 災害時に役に立つクロスロードゲーム （３０分）
石川県災害ボランティアバンクに
お申し込み

登録させていただきます。

おおむね10名以上のグループでお申し込み可能です。（人数が少ない場合は要相談）
お問い合わせ先は次のとおりです。
一般社団法人石川県災害ボランティア協会 ＴＥＬ＆ＦＡＸ 076-205-1446
（主催：石川県県民文化スポーツ部県民交流課）

Pickupワード
ジーピーエス

ＧＰＳ

グローバル・ポジショニング・システムの略称で、アメリカ合衆国の衛星を利用して位置を測定す
るシステムを指します。カーナビや地図アプリなどを通じて、私たちの身近な存在になっていますが、
災害発生時においても、安否確認や救助活動、付近の災害状況の確認などに活用されています。
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イベント情報
「野の花ものがたり」
（第340回例会）

9/27
・ 9/29

鳥取に、患者の望むことは何でもかなえてあげた
いと願う小さなホスピスがあります――鳥取市に実
在する小さなホスピス「野の花診療所」とその院長
の徳永進氏をモデルに、ペーソスとユーモアをまじ
えて舞台化しました。
あなたも会員になって観劇の輪に入りませんか。
日程①：9/27 (金) 開演18:45～
場所：野々市フォルテ
日程②：9/29 (日) 開演14:30～
場所：邦楽ホール
会費：入会金600円。
1か月分として一般2500円、23歳以下
1500円、18歳以下1000円。
入会時に2か月分の会費と入会金が必要。
主催者：金沢市民劇場
問い合わせ：076-263-5057

ⅰ-ねっとの

ＮＰＯさろん

10/2
・10/16

ＮＰＯや市民団体の運営にまつわる困りごとの相
談に。なんとなくのおしゃべりや、情報の交換に。
ＮＰＯ法の基本や、知識の習得に。
毎月第一・第三水曜の夜開催。
日時：10/2 (水) 19:00～21:00
テーマ：「じじぃが呟く地方自治」
日時：10/16 (水) 19:00～21:00
テーマ：「酵母が嬉しい公募申請②」
会場：石川県ＮＰＯ活動支援センター
「あいむ」会議室
参加料無料・出入り自由・予約不要
主催者：ＮＰＯ法人ⅰ-ねっと
問い合わせ：076-232-6673

青魚を食べよう
-がんとむきあう会料理教室-

10/5

ω3（オメガスリー）摂ろう。抗炎症作用、抗酸
化作用のあるＥＰＡ、ＤＨＡを摂取しよう。
日時：10/5 (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
２

いっしょに歩きませんか

9/29

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。
※バス利用の行事は事前予約が必要です
日時：9/ 29 (日) （4.5km）
行事：立山信仰と曼荼羅の道（バス利用）
集合時間：7時40分
集合場所：金沢駅港口観光バス乗場
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)

わたしのステップＵＰ
セミナー基礎講座

10/1
・10/7

町内会やＰＴＡ、ボランティア活動、起業など、
地域で活躍する女性をはじめ、すべての女性を対象
に、「コミュニケーション力」、「表現力」などを
テーマにした講座を開催します。
日時：10/1 (火) 13:00～16:00
（特典 15:40～16:00）
テーマ：知らないと損する！
「仕事・地域活動や生活の効率と
質を高める技術」
特典：「再就職支援プチセミナー」
日時：10/7 (月) 13:00～16:00
テーマ：公私ともにやりがいを感じさせる
モチベーションアップの法則
会場：石川県女性センター５階 研修室１
定員：石川県内在住の女性30人（各回）
受講料：無料（託児あり）
主催者：いしかわ女性基金
問い合わせ：076-234-1112

第30回金沢マギーまなびの教室
「正しい知識で乳がんを遠ざけよう」

10/5

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：10/5 (土) 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

※各イベントの詳細は主催者にお問い合わせください。 ※2019.9.13 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
白山＆野々市エリア会議

10/6

白山・野々市エリアの地域づくり活動を知る機会
です。課題共有・団体同士の出会い・協働・仲間づ
くりなど、活動に役立つ情報と技術を交換します。
日時：10/6 (日) 13:30～15:30
場所：白山市民交流センター（はくさんホール）
対象者：地域をなんとかしたい人、
やりたいことをして地域貢献したい人、
地域でがんばる人を応援したい人
地域づくり活動に関心のある住民の方、
事業者、学生、公務員など、
どなたでも参加できます
参加費：無料
定員：100名
主催者：石川地域づくり協会事務局
（石川県地域振興課内）
問い合わせ：076-225-1335

とやまの元気ボランティア・
ＮＰＯフェスティバル

10/9
・10/19

①

様々なＮＰＯ等が会する表彰式・講演会です。
日時：10/9 (水) 14:00～16:30
※講演会 15:00～16:30
※一時保育あります
テーマ：「心から備える地域防災」
場所：富山県総合福祉会館
② ＮＰＯ等の活動を体験できる1日です。
日時：10/19 (水) 10:00～16:00
テーマ展示・活動紹介ブースなど
場所：総曲輪フェリオ横
参加費：無料
主催者：富山県民ボランティア・ＮＰＯ大会
実行委員会事務局
問い合わせ：076-432-2987
（富山県民ボランティア総合支援センター）

いっしょに歩きませんか

～10/13

世界のハンミョウが集合。石川県のイカリモンハ
ンミョウも詳しく解説。この夏、あなたもハンミョ
ウの虜になってみませんか？
日時：10月13日までの会期中は無休です。
開館時間 9:00～17:00
場所：石川県立自然史資料館
参加費：無料 ※会期中無休
主催者：石川県立自然史資料館
問い合わせ：076-229-3450

・ 20 ・ 30

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。
※バス利用の行事は事前予約が必要です
日時：10/7 (月) （5.2km）
行事：此花・瓢箪から彦三の街歩き
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：10/20 (日) （5km）
行事：中能登町ウォーク（バス利用）
集合時間：7時50分
集合場所：金沢港口観光バス乗り場
日時：10/30 (水) （3km）
行事：金沢三十三観音巡り
集合時間：9時15分
集合場所：武蔵地下通路中央
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)

国際交流まつり

10/12
・10/13

金沢で世界の人たちと出会おう！つながろう！交
流しよう！
日時：10/12 (土) 10:00～16:00
10/13 (日) 10:00～16:00
場所：金沢市役所庁舎前広場
参加費：無料
主催者：かなざわ国際交流まつり2019
運営委員会
問い合わせ：076-233-8000
（公益財団法人金沢国際交流財団）

もくれんの会（遺族の会）
美しき甲虫
斑猫(ﾊﾝﾐｮｳ)の世界

10/7

10/20

大切な方をがんで亡くした方でしたらどなたでも
ご参加いただけます。
日時：10/20 (日) 13:00～15:00
テーマ：「グリーフケア～悲しみを抱える人が
『次の一歩』を踏み出すために～」
※講和の後、茶話会を予定しております
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

※各イベントの詳細は主催者にお問い合わせください。 ※2019.9.13 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
みんな楽しくハロウィン！
ほっとサロン

ＷＥＫ

10/20

シングルマザーと子どもたちが安心してほっとで
きる場所です。親子のくつろぎコーナーや、ママの
子育て相談のコーナーもあります。
午後には、お楽しみイベントも開催します。
お子さんと一緒に、気軽に遊びに来てくださいね。
日時：10/20（毎月第1・第3日曜日）
11:30～15:00
場所：平和町会館
参加費：無料 ※飲食や材料費の実費のみ
いただきます
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

金沢ボランティア大学校

オープンキャンパス開講

10月・
11月

各コースの講座を体験してみませんか。
日時：10/4 (金) 13:30～15:30 (文化)
「朗読の基本」
高輪 眞知子(朗読小屋浅野川倶楽部代表)
日時：10/8 (火) 13:30～15:00 (子ども福祉)
「障害者の『働く』について」
中山 肇 (ＮＰＯ法人リエゾン代表)
ほか、10/17・10/23・10/24・10/26・
10/30・11/30にも各コースの講座を開催。
対象：18歳以上の方
場所：金沢市中央公民館彦三館
主催者：金沢ボランティア大学校
問い合わせ：076-233-2456
URL：http://www2.spacelan.ne.jp/~kivs/
4

いきているってすばらしい
～命・健康・生きがい・絆を考える～

11/17

石川いのちの会（旧 円ブリオ石川）は、「お腹
の赤ちゃんも一人の尊い人間」との思いで、赤ちゃ
んと妊婦さんを応援する活動を行っています。
日時：11/17（日）14:00～16:00
場所：石川県文教会館
参加費：一般1000円（当日1200円）
学生500円 (中学生以上。当日500円)
※託児あずかりは事前にお申し込み
ください（保険料300円）
主催者：石川いのちの会（旧 円ブリオ石川）
問い合わせ：076-242-4576（藤本）

日曜 フェミトーク

第2日曜日
（1月まで）

日頃気になるあれこれ、一緒に話しましょう。
他のメンバーに共感したり、自分を見つめていく
ことで自分らしい生き方を探していきます。
日時：概ね第2日曜日の13:30～15:30まで。
10/13 お母さんのこと何だか「うっとう
しい」と思いませんか？
11/20 女というだけで、どうして怯えて
暮らさなきゃいけないの？
12/8
いい加減にしてほしい！セクハラ男
1/12
怒ってもいいんだよ。自分を守る
ための“ふぇみトーク”
場所：ＷＥＫプロジェクト リビングルーム
参加費：500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

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。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。 ※2019.9.13 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。 ※2019.9.13 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
サントリー世界愛鳥基金
公益信託サントリー世界愛鳥基金

日本万国博覧会記念基金事業
（公財）関西・大阪２１世紀協会

スミセイ コミュニティスポーツ推進
助成プログラム

対象事業等

〆切

【趣旨】サントリー世界愛鳥基金の助成は、さまざまな
鳥類保護活動に対して助成を行うことを通じて、地球環
境保全に貢献することを目的としています。「水辺の大
型鳥類保護部門」「鳥類保護団体への活動助成部門」
「地域愛鳥活動助成部門」３つの部門があります。

9/30

【趣旨】1970年万博の理念を継承し、「日本万国博開
催の意図」の趣旨に適った次の活動を対象としています。
「国際相互理解の促進に資する活動」
9/30
①国際文化交流、国際親善に寄与する活動
②教育・学術に関する国際的な活動
【趣旨】コミュニティスポーツを「地域に根ざした市
民・ＮＰＯ・専門家が協力し、スポーツを通じて、一人
ひとりの健やかな暮らしの実現を目指す取り組み」と捉
え、コミュニティスポーツが暮らしの中に根づき、しっ
かりとした幹から枝葉が広がり、美しい花を咲かせて将
来の実を結ぶような取り組みを応援します。

（公財）住友生命健康財団

9/4
～
10/4

北陸タグラグビーフェスタ実行委員会（2018）
福祉水泳きらり☆（2016）
ＮＰＯ法人クラブぽっと（2015）

地域貢献助成事業
こくみん共済coop（全労済）

【趣旨】こくみん共済coopは、豊かで安心できる社会
をめざして「防災・減災活動」「環境保全活動」「子ど
もの健全育成活動」を重点分野と位置づけ、積極的に地
域社会へ貢献する活動を展開しています。
その一環として、「人と人とがささえあい、安心して
暮らせる未来へ」をテーマに、これらの活動の輪を広げ
て、安心のネットワークをひろげていく取り組みを支援
します。

9/20
～
10/10

ＮＰＯ法人奥能登日置らい（2015）
子育て農業応援団（2014）
日常生活支援サポートハウス（2013）

花王・みんなの森づくり
花王株式会社・（公財）都市緑化機構

【対象】次のような緑を守り育てる多様な活動を支援し
てまいります。
「Ａ．持続可能な森づくり活動」
「Ｂ．人づくり活動（環境教育活動）」
「Ｃ．花と緑のコミュニティづくり活動」
「Ｄ．地域の生物多様性を守る活動」

10/14

千里浜町会（2011）

ＴＯＴＯ 水環境基金
ＴＯＴＯ株式会社

【趣旨】地域の水とくらしの関係を見直し、再生するこ
とを目指した創造的な取り組みを支援します。これによ
り、地域で暮らす人たちがともに水とくらしの多様な関
10/18
係を学び、これからの水とくらしの望ましい関係を考え、
それぞれの地域の特徴を活かした、新しい文化を創り出
す契機となることを期待します。
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。 ※2019.9.13 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

対象事業等

日本自然保護大賞2020森づくり
（公財）日本自然保護協会

〆切

日本自然保護大賞は、地域性、継続性、専門性、先進性、
協働の観点から、生物・生態系の研究、自然保護の実践、
環境教育の推進などに大きく貢献する取り組みに対し、
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その成果と尽力を表彰するものです。
ＮＰＯ法人河北潟湖沼研究所（2014）

コープいしかわ地域活動助成金
生活協同組合コープいしかわ

【趣旨】「ひとと自然を大切にし、人間らしい豊かなく
らしと持続可能な社会を協同してつくります」の理念の
もと、地域社会の発展に貢献することを目的として、社
会福祉活動、環境保全活動、国際協力、まちづくりなど
の社会貢献活動を行う各種団体などを対象に地域活動助
成金の助成を行います。

10/31

ＮＰＯ法人石川バリアフリーツアーセンター
「あうわ」視覚障害者の働くを考える会 など
【対象】北陸ろうきんは、「ＮＰＯ助成金制度」を通じ
て、福祉の向上や自然環境の保全・回復、消費者保護を
はじめとした様々な課題の克服に向けて、地域に根差し
熱心に取り組んでいるＮＰＯ・ボランティア団体等との
協働により、誰もが喜びを持って共生できる、暮らしや
すい地域づくりを応援します。

ＮＰＯ助成金制度
北陸労働金庫

ＮＰＯ法人ぴあサポート
金沢もてなし隊
ＮＰＯ法人奥能登日置らい

10/31

など

【活動助成】自然環境保護など、市民が主体となって行
う環境活動の活動資金を１年間支援します。
環境市民助成
（一財）セブン-イレブン記念財団

【ＮＰＯ自立強化助成】安定的に活動を継続できる自主
事業の構築・確立をめざすＮＰＯ法人に対し、事業資
金・専従職員の人件費・事務所家賃を原則3年間支援し
ます。

10/25
～
11/15

千路老人クラブ（2018）

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。

石川県ＮＰＯ活動支援センター「あいむ」 TEL：076-223-9558 FAX：076-223-9559
送付先
（問い合わせ先） 〒920-0961 金沢市香林坊2丁目4番30号 香林坊ラモーダ7階 メール：npo@pref.ishikawa.lg.jp
６

