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2020年1月17日発行

あいむからのお知らせ

ご案内
Pickupワード

あいむではＮＰＯ・ボランティア団体の皆さまからのイベント

２・３Ｐ

イベント情報

情報などをホームページやメールマガジンで情報発信しています。

４Ｐ

助成金情報

手続きは簡単！掲載のご希望を一言そえて、対象のチラシ・広
報誌などをあいむまで送っていただくだけ！持ちこみ・メール・
郵送など送付方法は何でもＯＫですので、ぜひご利用ください！

令和元年度ＮＰＯ情報発信力向上セミナー

「スマホとＳＮＳで広げるＮＰＯ活動」の開催のお知らせ
今や多くの人に欠かせないツールとなったスマホとＳＮＳ。
うまく活用すれば皆さんのＮＰＯ活動の可能性が大きく広がります。
このセミナーではその活用のポイントを、各テーマの専門家の方に
わかりやすくご解説いただけますので、まだ始めていない初心者の方
でも安心して学ぶことができ、すでに活用されている方にとっても、
幅広いノウハウを身につけるステップアップの機会として最適です。
また、３つのテーマのうちご希望のテーマのみのご参加が可能です。
皆さまこの機会にぜひご参加ください。

申込み

石川県県民交流課自主活動推進グループ
TEL: 076-225-1365 FAX : 076-225-1363
メール：newnpo@pref.ishikawa.jp

スマホ時代のＮＰＯ活動
テーマ ①

スマホをはじめとした情報携帯端末が年代を問わず急速に普及しています。その中で、ＮＰＯが
どんなことに心がけて、また、どのように情報を発信していくべきかを考えてみましょう。

著作権を正しく知ろう！
テーマ ②

山田 泰久 (一財)非営利組織評価ｾﾝﾀｰ 業務執行理事

大友 信秀

金沢大学人間社会研究域法学系 教授

写真も文章もイラストも気軽に簡単にコピー＆ペースト！…でも著作権に違反していませんか？
誰でも情報発信できる時代だからこそ、しっかりと著作権の基本を学びましょう。
ば

つぶやける、映えるＮＰＯになろう！

テーマ ③

福岡 明夫

株式会社一期大福 代表取締役
ＩＴコーディネーター

Twitter・インスタ・Facebookなど、ＳＮＳを効果的に使うことで情報発信力は大きくアップ
します。そこで、初心者にもわかりやすく、ＳＮＳを活用する際のポイントを解説いたします。

Pickupワード
ちょさくけん

著作権フリー

一般的には「著作権を気にせず自由に使える」という意味で使われますが、実際には「著
作権フリー」の表示があっても「商用不可・改変不可・利用数制限」などの制約があるケー
スも多く「何でもＯＫ」とは限りませんので、利用規約をよく読むように心がけましょう。
1

イベント情報
カナダ生まれの親支援プログラム

ＮＰ (ﾉｰﾊﾞﾃﾞｨｽﾞﾊﾟｰﾌｪｸﾄ)

1/10～
2/14の

ＮＰプログラムは、乳幼児を持つ親の子育ての喜
びや、不安、悩みなどをグループトークを通じて学
び合う体験型学習です。
日時：1/10から2/14の毎週金曜日
10:00～12:00
テーマ：皆さんで話し合いながら決めていきます
会場：金沢市教育プラザ富樫2号館212研修室
定員：12名（申込みが多い場合は抽選です）
参加費：無料
託児：無料（お預かりできるのは生後6か月以上
のお子様からです）
主催者：ＮＰＯ法人子どもの虐待防止ﾈｯﾄﾜｰｸ石川
問い合わせ：090-2128-0727（石田）

自己尊重トレーニング
～自分を好きになる～

1/18・2/8
2/22・3/7

いろいろ考えすぎたり自分を責めることで、しん
どくなっていませんか？ワークと講義を通して、グ
ループで話し合いながら、丁寧に自分のことを考え
ます。
日時及びテーマ（各回13:30～16:30）：
1/18 (土) 今の「私」「私」のきもちを探そう
2/8 (土) 「私」の中のとらわれ
2/22 (土) 自分を知り自分にＯＫ
3/7 (土) 「私」を大切にしよう
場所：石川県女性センター5階 大会議室
参加費：1回 500円（会員：1回 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

もくれんの会（遺族の会）

1/18 ・
3/21

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：1/18 (土) 13:00～15:00（茶話会）
3/21 (土) 13:00～15:00（茶話会）
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
２

歩こう会

毎週金曜日

1/19 ・
2/7 ・
2/23

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：1/19 (日) （4.2km）
行事：老舗巡り
集合時間：9時10分
集合場所：金沢駅東口地下広場
日時：2/7 (金) （4.0km）
行事：くらしの博物館～竪町へ
集合時間：9時15分
集合場所：金沢城石川門観光案内所
日時：2/23 (日) （4.5km）
行事：金沢城と兼六園
集合時間：9時15分
集合場所：金沢城石川門観光案内所
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)

ⅰ-ねっとの

ＮＰＯさろん

1/22 ・
2/5 ・
2/19

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：1/22 (水) 19:00～21:00
「助成金申請書 書き方教えます（４）」
日時：2/5 (水) 19:00～21:00
「市民社会と地方自治（２）」
日時：2/19 (水) 19:00～21:00
「団体の広報物 作り方教えます（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

※各イベントの詳細は主催者にお問い合わせください。 ※2020.1.8 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
わたしの味噌づくり講座

1/21

味噌の健康効果が見直されています。大豆を蒸し
て、てのひらで材料を混ぜてこねて、「おいしく
なぁれ♪」と唱えながら心をこめて一緒に作りま
しょう
日時：1/21 (土) 9:30～13:00
場所：夕日寺交流館調理室（旧夕日寺小学校）
定員：20名（幼児の同伴は可ですが、安全につ
いては保護者の責任でお願いいたします）
参加費：1700円（麹・会場費・軽食材料費等）
持ち物：Facebookイベントページなどから
ご確認ください
（https://www.facebook.com/NPOecolabo）
主催者：ＮＰＯエコラボ
問い合わせ：elaboesd@yahoo.co.jp

「イヌの仇討ち」
（第342回例会）

2/9
・ 2/15

時代の真実は虚偽と謎だらけ。さて、その真実は
…。今蘇る井上ひさしが描いた「忠臣蔵」異聞。
あなたも会員になって観劇の輪に入りませんか。
日程①：2/9 (日) 開演14:30～
場所：金沢市文化ホール
日程②：2/15 (土) 開演18:45～
場所：野々市文化会館フォルテ
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

「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

オープンセミナー
「市民とともに歩むツエーゲン金沢」

1/25

(株)石川ツエーゲン代表取締役ＧＭの西川圭史氏
と、ツエーゲン金沢ボランティアTeamZERO代表
の山本勝氏を講師に迎え、「市民とともに歩むツ
エーゲン金沢」をテーマにお話しいただきます。
日時：1/25(土) 13:30～15:00
費用：無料
場所：金沢市中央公民館彦三館 3階大研修室
主催者：金沢ボランティア大学校
問い合わせ：076-233-2456
メール：kivs@m2.spacelan.ne.jp

女性の視点からみる
地域防災講座

2/8

この講座では、男女共同参画やその他の多様な視
点を取り入れた災害対応を女性の視点から確認し、
課題の発見や対応策を考えていきます。
日時：2/8 (土) 13:00～16:30
①基調講演
13:00～14:30
②ワークショップ 14:40～16:30
場所：石川県女性センター2階 大会議室
対象：県内在住の地域防災に関わっている方（防
災士等）、地域防災に関心のある方（男女
どなたでも可）
受講料：無料 ※託児あります
主催者：いしかわ女性基金
問い合わせ：076-234-1112

元ちゃんハウスソフィア

毎月第2・
第4月曜日

わたしたちのがんサロンは、お茶を飲みながら、
がんを抱えた方やそのご家族が交流できる場です。
病院の診察室とは違うリラックスした雰囲気の中、
みなさんの悩みや不安を、ひとりで抱え込まずに誰
かと話してみませんか。
日時：毎月第2・第4月曜日 13:00～16:00
※1/27(月)は、がんとむきあう会の副理
事長で管理栄養士の櫻井千佳さんが来ら
れます。食事や栄養管理などについて、
ぜひご相談ください。
場所：ソフィアテラス
（イオンモール新小松2階）
参加費：無料
主催者：がんとむきあう会、小松ソフィア病院
問い合わせ：0761-46-5382

※各イベントの詳細は主催者にお問い合わせください。 ※2020.1.8 までにお寄せいただいた情報を掲載しております。

３

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。 ※2020.1.8 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

〆切

【趣旨】倶進会は「社会教育を通して我が国の社会に有
為な人材を養成すること」を目的とし、その実現を願い、
「広く社会に有為な人材の教育・育成を図るあるいはそ
れに関わる事業や研究」に対し助成を行っています。
本会としては、有意義でありながら大財団の助成事業
1/23
の対象からはもれるような活動を主として取り上げます。

倶進会助成
（公財）倶進会

ぴあサポート（2015）
【趣旨】国際交流の推進を通じて、国際的な視野を備え
た人材を養成し、わが国とアジア諸国をはじめとする世
界各国との相互理解の促進に寄与することを目的としま
す。

2020年度公募助成

1/31

（公財）三菱ＵＦＪ国際財団

小松サマースクール実行委員会（2016～2019）
【趣旨】「オーライ！ニッポン大賞」は、都市と農山漁
村を往来する新たなライフスタイルの普及や定着化を図
るため、日本各地で都市と農山漁村の交流を盛んにする
活動に積極的に取り組んでいる団体、個人を表彰するも
のです。

オーライ！ニッポン大賞
オーライ！ニッポン会議

2020年度助成企画
-ネオニコチノイド系農薬に関する企画（一社）アクト・ビヨンド・トラスト

つなぐ助成
（公財）つなぐいのち基金

1/31

【応募資格】ネオニコチノイド系農薬（およびフィプロ
ニル）に関する問題提起や、使用の削減ないし中止に取
り組む個人および団体（地域、法人格、活動実績は不
問）

2/3

河北潟湖沼研究所（2015）
【趣旨】児童の社会的養護施設や養護施設に入居する児
童、難病児、一人親・里親・貧困家庭の児童など、社会
的ハンディキャップを抱える子どもたちを支援する団体
や事業プロジェクトに助成を行うことにより、児童の心
身の健全な育成に貢献することを目的として、この目的
に合致した優れた活動及びこれを推進する団体機関を支
援するための助成先募集を行います。

2/16

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
４

