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あいむからのお知らせ
ＮＰＯ法の改正により、ＮＰＯ法人は、平成３０年１０月１日
から貸借対照表を自ら公告する必要があります。法人によっては
公告の方法に関する定款変更の手続きが必要となります。定款変
更は社員総会の議決が必要になりますので、まだ変更されていな
い法人はぜひ次回の総会で手続きしましょう。

「もりもりセミナー」が開催されました！（11月）
あいむ会議室で、石川県のＮＰＯ情報発信力向上セ
ミナー開催事業「伝わるコツ もりもりセミナー」が
開催されました。（委託先：NPO法人ｉ- ねっと）
もりもりセミナーでは、チラシやＰＯＰの作り方、
インターネットを利用した情報発信のノウハウなどに
ついて、全国から集まった経験豊富で多彩な講師陣が
様々な工夫をこらして伝わるコツを実践してみせ、グループワークでは参加者の皆さんが和気あいあいとお互
いに持ち寄ったチラシなどについて意見を交換していました。
開催日：11月７日、１５日、１６日、２２日、２８日

「あいむ運営会議」を開催いたしました！（11月）
１１月３０日（木）に、あいむ運営会議を開催いたしました。運営会議は、あいむが市民の皆さんにとって
より使いやすい場所となるように、利用ルールや運営に関して利用者の方々に幅広く意見を交換していただく
場です。今回は、運営会議の開催時期や駐車料金の助成、情報発信、交流の場づくりなどについてご意見をい
ただきましたので、今後の改善を検討してまいりたいと思います。

「ＮＰＯ会計税務相談会」を開催いたしました！（12月）
12月8日（金）に、あいむの会議室において、北陸税理士会様との共催により「ＮＰＯ会計税務相談会」を
開催いたしました。同相談会では、税理士の方が無料で税に関する個別の相談に応じています。年2回開催（6
月、12月）していますが、今回は５団体からの申込みがありました。

Pickupワード
エスディージーズ

SDGs

国連で２０１５年に採択された「持続可能な開発目標」のことです。「誰一人取り残さない」
社会の実現を目指し、 経済・社会・環境をめぐる広範な課題に、統合的に取り組むよう、先進国
を含んだ国際社会全体の開発目標として、2030年を期限として17の目標が設定されています。
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イベント情報
石灰岩とその一部になった
生き物たち

1/6～
6/3

石灰岩の重要性について解説するとともに、石灰
岩の形成に関わり、そのまま化石として中にとり残
された生物を、同類の現生生物とともに紹介します。
雨天決行です。
日時：平成30年 1月 6日（土）から
平成30年 6月 3日（日）※会期中無休
場所：石川県立自然史資料館 ２Ｆ企画展示室
入場料：無料
主催者：石川県立自然史資料館
問い合わせ：076-229-3450

いっしょに歩きませんか
わ

-歩けば生まれる友達の○-

事前予約なく参加できます。水をお忘れなく。
雨天決行です。
日時：平成30年1月 7日(日) 集合時間 9:10
場所：金沢城石川門観光案内所
日時：平成30年1月28日(日) 集合時間 9:10
場所：四高記念公園時計台下
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：076-244-2508 (事務局:安達)

いっしょに歩きませんか
１月の問曜日
＠問屋まちスタジオ

わ

1月から

【問曜日プロジェクト】日替わり・曜日担当制で金
沢市内で活躍する作家が在廊し、それぞれの個性を
活かしたイベントを定期的に開催することで、
「アート×問屋町企業」・「アート×地域住民」の
輪を広げ、豊かなまちづくりに貢献します。
回廊時間中、スタジオには「問曜日作家」が在廊
しています。制作していたり、作品を展示していた
り、何もしていなかったり。気になることがあれば、
気軽に声をおかけください。
月曜日：門阪翔太（かどさかしょうた・絵画）
火曜日：菊谷達史（きくやさとし・油絵）
木曜日：武田雄介（たけだゆうすけ・美術家）
金曜日：今尾拓真（いまおたくま・彫刻）
土曜日：村住知也（むらずみともや・ｱｰﾄｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ）
場所：問屋まちスタジオ
主催者：認定ＮＰＯ法人金沢アートグミ
問い合わせ：076-225-7780
メール：info@artgummi.com

１月の問曜日 門阪翔大ﾃﾞｨﾚｸｼｮﾝ
・・
出張！絵画のみの市

1/29

まだ展覧会で日の目を見ていない作品、昔描いた
習作、落書きで描いたつもりが捨てるにはあまりに
出来が良いスケッチ。立ち寄ってみれば、予想外の
出会いが待っているかも！
日時：平成30年 1月 29日（月）
16:00～21:00 ※予約不要・見学自由
場所：問屋まちスタジオ
主催者：認定ＮＰＯ法人金沢アートグミ
問い合わせ：076-225-7780
メール：info@artgummi.com
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1/7
・1/28

-歩けば生まれる友達の○-

2/7
・2/25

事前予約なく参加できます。水をお忘れなく。
雨天決行です。
日時：平成30年２月 7日(水) 集合時間 9:10
場所：金沢城石川門観光案内所
日時：平成30年2月25日(日) 集合時間 9:15
場所：金沢市役所
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：076-244-2508 (事務局:安達)

１月の問曜日
村住知也の教室シリーズ

1/20
・1/27

2018年1月～3月はどの教室も、お試しの１回分
が無料です。
①10:00-11:45
朝活！大人のためのデッサン教室
参加費：1回2000円 定員：5名
※持ち物あり
※20日は基礎①、27日は基礎②。基礎①から
受けてください。2月も同様に開催予定です。
②13:00-13:45
こども美じゅつ教室（小学１～３年生）
参加費：1回1000円 定員：４名
※持ち物なし ※汚れても良い格好で
③14:00-14:45
こども美じゅつ教室（小学４～６年生）
参加費：1回1000円 定員：４名
※持ち物なし ※汚れても良い格好で
場所：問屋まちスタジオ
主催者：認定ＮＰＯ法人金沢アートグミ
問い合わせ：076-225-7780
メール：info@artgummi.com

※各イベントの詳細は主催者にお問い合わせください。 ※H29.12.20 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
家庭や地域での暴力防止講座
～びーらぶﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ体験＆親子でﾗﾝﾁ～

1/27・
2/25・
3/25

びーらぶプログラムは、新たな価値観を学び、家
庭や地域の中で自分も相手も尊重し合う関係を築い
ていくための心理教育プログラムです。
日時：H30年1/27(土)・2/25(日)・3/25(日)
10:00～ びーらぶプログラム体験
12:00～ 親子でクッキング＆ランチ
場所：金沢市教育プラザ富樫
参加費：講座 無料
クッキング材料費 500円
定員：親子参加10組、
講座のみ参加女性10名程度
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☆

毎月第２・４
木曜日

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、第４の木曜日（1/11、1/25、
2/8、2/22、3/8、3/22）
13:30～16:00
場所：石川県女性センター 定員：10名程度
参加費：会員 一回300円 一般 一回500円
※ワークシート、アートワーク材料費、
お茶、お菓子代として
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

ＪＶＣＣ２０１８ 信州
全国ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ研究集会

母と子のおしゃべりサロン＆
大事なわたしワーク

毎月第３
日曜日

ＤＶや虐待、離婚など同じ経験をした母親と子ど
もが安心してほっとできる場所です。
午前中はワークショップ、お昼はランチ、午後は
おしゃべりサロン。どこから参加してもいいですよ。
日時：毎月第３日曜日
（1/21、2/18、3/18）
10:30～ 大事なわたしワーク
12:30～ 簡単手作りランチ
13:30～ おしゃべりサロン
場所：ＮＰＯ法人ウィメンズ・エンパワーメント
金沢プロジェクト事務所リビングルーム
参加費：無料 ※ただしランチは親子で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／びーらぶ金沢
問い合わせ：076-255-7582
メール：wek7582@spice.ocn.ne.jp

3/3
・3/4

【大会テーマ】ここがミソ！そばもコーディネー
ションも「つなぎ」がかんじん
日時：平成30年 ３月 ３日（土）
10:30～17:30
平成30年 ３月 ４日（日）
９:30～1５:30
場所：ＪＡ長野県ビル・アクティーホール他
参加費：一般12,000円
ＪＶＣＡ正会員・準会員10,000円
主催者：全国ボランティアコーディネーター研究
集会２０１８信州実行委員会
問い合わせ：026-269-0015
ＦＡＸ：026-269-0016
メール：jvcc2018@npo-nagano.org

おすすめの一冊

非営利組織の経営

著者：P.Ｆ.ドラッカー

ダイヤモンド社

マネジメントの父「Ｐ．Ｆ．ドラッカー」が著した非営利組織のマネジメントの名著。
ドラッカーの明確で分かりやすい理論、豊富な実例、ドラッカーとＮＰＯのトップ
との含蓄深い対話など、元は９０年の著作ながら、
時代を超えて、十分今に通ずる内容です。
この本は 石川県県立図書館 に所蔵されています。ぜひ図書館をご利用ください
※各イベントの詳細は主催者にお問い合わせください。 ※H29.12.20 までにお寄せいただいた情報を掲載しております。
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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。 ※H29.12.20 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

倶進会助成
（公財）倶進会

赤い羽根福祉基金
（社福）中央共同募金会

日韓文化交流基金人物交流助成
（公財）日韓文化交流基金

平成３０年度 ＷＡＭ助成
独立行政法人福祉医療機構

対象事業等

〆切

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
1/22
ＮＰＯ法人ぴあサポート（2015）
石川おんなのスペース（2013）
制度対象外のニーズや、将来にむけて今取り組むべき課
題への対応、新たな社会資源の創出、ニーズに即した分
野を超えたもの、全国的・広域的な広がりが期待される
もの、複数の団体・関係機関と連携、協働する、次のⅠ
～Ⅲの事業・活動に対する助成。Ⅰ．支援事業・活動
Ⅱ．活動の基盤づくり、ネットワークづくり Ⅲ．調
査・研究事業

1/24

日韓の知的分野における交流、日韓の共同作業による事
業（草の根交流、シンポジウム・国際会議、芸術交流）
1/26
石川県健民運動推進本部（2014）
認定ＮＰＯ法人金沢アートグミ（2011）
高齢者・障害者などが地域のつながりの中で自立した生
活を送れるよう、また、子どもたちが健やかに安心して
成長できるよう、民間の創意工夫ある活動や地域に密着
したきめ細かな活動に対する助成

1/29

ＮＰＯ法人ワンネススクール（201７）
ＮＰＯ法人施無畏（2016）
「居場所」運営を通じた子育て・子育ち
環境向上事業（ＷＡＭ助成モデル事業）
独立行政法人福祉医療機構

連合・愛のカンパ 団体立ち上げ・新規
事業立ち上げ準備金支援
（公財）さわやか福祉財団

２０１８年度助成企画募集 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

「北陸地域の活性化」に関する研究助成
事業
（一社）北陸地域づくり協会

アウトドア環境保護基金プログラム
コンサベーション・アライアンス・ジャパン

第19回 社会貢献基金助成
（一財）冠婚葬祭文化振興財団
4

ＷＡＭ助成の優良事業の中から、全国に普及させたい取
り組みをモデル事業として選び、同様の活動を行う団体
を募集することで全国各地に普及させるもの。
高齢者・子ども・障がい児(者)を含めた地域ぐるみの助け
合い・支え合い活動等、新たに始める、地域における
「ふれあい・助け合い活動」

1/29

1/31

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

2/1

北陸地域に住む人々の英知や発想を活かした、多様な研
究や活動を支援しています。【助成対象テーマ】Ａ：環
境・エネルギー・リサイクル Ｂ：安全・安心な地域づ
くり（防犯等除く） Ｃ：産業振興（特に観光など）
Ｄ：行政と住民の協働・「新しい公共」

2/1

自然が残された特定の土地や水域を、野生生物の生息地、
またはアウトドア・レクリエーションの機会を確保する
ために保全するプロジェクト

2/15

高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉、環境・文化財保全、
調査研究事業、地域つながり事業（新設）、冠婚葬祭継
承事業（新設）などの社会貢献事業に対し助成

2/28

耳より情報
今回は、皆さんのご関心が高い助成金情報についての本をご紹介します。

ＮＰＯ・市民活動のための助成金応募ガイド
公益財団法人助成財団センターが発行しているガイドブックです。
毎年春頃に最新版が発行されます。
９００以上のNPO・市民活動向けの公募プログラムが掲載されていますので、
皆さんの活動に合った助成金がきっと見つかるでしょう。
お近くの図書館に蔵書があるか確認されるのもよいと思います。

ｃ

ム！こらむ

最近、地域の安全を見守りながら街中を走る「パトロールランニング（パト

走る

＆
まち
づくり

ラン）」の活動が全国各地で広まりを見せている、という新聞記事を目にしま
した。なるほど、ととても感心して、ふと、「走る」ことを通じてまちづくり
につなげていく活動って他にもあるかしら、と思い起こしてみると、「シャル
ソン」や「ごみ拾いランニング」のことを思い出しました。
シャルソンは地域を走ったり歩いたりしながら、参加者が楽しいと思うポイ
ントを写真に取ってフェイスブックやインスタグラムなどのソーシャルネット
ワークサービス（ＳＮＳ）に掲載してまちの活性化につなげる活動です。

また、ごみ拾いランニングは、その名のとおり、清掃活動をしながらジョギングやマラソン
をすることでまちの環境をよくする活動です。比較的手軽に始められるマラソン・ジョギング
の参加人口は、とある統計では約二千万人もいるそうですから、「走る」こととボランティア
活動を組み合わせた新しい「まちづくり」が生まれる可能性はまだたくさんありそうですね。

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３、４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。

〒920-0961 金沢市香林坊２丁目４番３０号

送付先
（問い合わせ先） TEL：076-223-9558

香林坊ラモーダ７階

FAX：076-223-9559

メール：npo@pref.ishikawa.lg.jp
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あいむの

作業室

をご利用
ください

・広さ約４０㎡（２０名程度まで）

議

・プロジェクター、ホワイトボード
インフォメーション
ブルーレイディスクプレイヤー利用可

室

・無料です

※机、椅子は追加できます

たくさんのチラシや資料の印刷に必要な機材がそろっています
輪転機

１製版１００円で何枚も印刷できます ※用紙は要持参
Ａ４サイズまでなら両面でも１００円です

業

丁合機

種類の多い資料を簡単に仕分けできます

室

紙折機

大量の用紙を高速で三つ折り等に折れます

裁断機

紙そろえ機

作

大型ホチキス・パンチ

パソコン・プリンター・コピー機

石川県ＮＰＯ活動支援センター（あいむ）
〒920-0961 金沢市香林坊２丁目４番３０号
香林坊ラモーダ７階
TEL：076-223-9558
FAX：076-223-9559
メール：npo@pref.ishikawa.lg.jp
ホームページ：http://www.ishikawa-npo.jp
開館時間
休館日

平日 9:00 ～ 22:00
休日 9:00 ～ 17:00
毎週月曜日、祝日、年末年始

駐車場
なし
※ 香林坊地下駐車場をご利用の場合は、
駐車料金の一部を助成します。
6
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