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あいむからのお知らせ
ＮＰＯ法人は、事業年度終了後３か月以内に事業報告書等を提
出する義務があります。３月決算の法人は、６月３０日が期限と
なりますので、まだ未提出の法人は速やかにご提出してください。
提出されない場合は、法人名等が公表されるとともに、過料
（罰金）が科されますので、十分ご留意ください。

「ＮＰＯ会計税務相談会」を開催！（６月）
６月２７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、税理士の方に無料で税に関する個別の相談ができます。
次回は１２月頃開催予定ですので、会計と税のことでお悩みの方はぜひご参加ください。

あいむホームページが新しくなりました！（５月）
５月にあいむのホームページを一新しました。新しくなったホーム
ページは、スマートフォンに対応していますので、パソコンをお持ちで
ない方でも、いつでも手軽に情報をチェックすることができます。
新ホームページでは、メニューボタンから素早く見たいページにアク
セスすることができます。また、「会議室予約状況」のバナーをクリッ
クすれば、会議室の空き状況がカレンダー形式で一目で分かります。さ
らに、イベント・助成金など、ＮＰＯ・ボランティア活動に役立つ情報
が満載です。ぜひ一度ご覧ください。http://www.ishikawa-npo.jp/

まるわかり定款講座・事業報告書セミナー を開催！（３月）
あいむ会議室で「まるわかり定款講座」と「事業報告書セミナー」を開催し
ました。まるわかり定款講座では、定款の基本的な役割や、事務を円滑に進め
るための具体的なノウハウ、NPO法の改正に対応するためのポイント等をご説
明しました。また、事業報告書セミナーでは、必要な書類の内容の説明に加え、
ワードやエクセルといったパソコンの操作が得意でない方でも楽に書類作成が
できる「記載サポート版様式」をご紹介しました。
開催日：【まるわかり定款講座】３月１５日、１７日 【事業報告書セミナー】３月２２日、２４日

Pickupワード
エルジービーティー

LGBT

Lesbian（レズビアン）、Gay（ゲイ）、Bisexual（バイセクシャル）、Transgender（トラ
ンスジェンダー）の頭文字を組み合わせた言葉で、性的少数者（セクシャルマイノリティ）を表
す言葉の一つです。ＬＧＢＴに対する偏見や差別、法的な保障などが問題提起されています。
1

イベント情報
金沢アートグミ９周年記念個展
MASAKATSU SASHIE 指江昌克

～7/16

金沢アートグミ９周年を記念し、金沢市在住の美
術家 指江昌克 の個展を開催いたします。
日時：平成30年 7月16日（月）まで
開館時間 10時～18時 ※水曜定休
場所：金沢アートグミ
金沢市青草町88番地
北国銀行武蔵ヶ辻支店3階
入場料：無料
主催者：認定ＮＰＯ法人金沢アートグミ
問い合わせ：076-225-7780

かなざわ映画祭

7/14
～ 7/16

2011年から毎年恒例の自主映画公募企画「期待
の新人監督」。すでに何人もの自主映画監督がプロ
としてデビューし、実績を積んできました。今年は
応募作品92本の中から、過去最多の28作品が選抜
され上映されます。
日時：平成30年 7月14日(土)～7月16日(月祝)
場所：金沢21世紀美術館シアター21
1回鑑賞券 前売 1000円
当日 1200円
3回鑑賞券 前売 2800円
全日フリーパス 15000円
※金沢21世紀美術館友の会会員13500円
主催者：一般社団法人 映画の会
チケット取扱

・金沢21世紀美術館ミュージアムショップ
（窓口販売のみ）
・金沢映画祭サイト内注文フォーム
（www.eiganokai.com）

こども食堂ってどんなところ？
ボランティアカフェ＠まつがえ

7/22

カフェのようなリラックスした雰囲気の中で、ゲ
ストを囲んでボランティア活動についてのお話を聞
くことができます。7月のテーマは最近ニュースで
も話題の「こども食堂」です。
日時：平成30年 7月 22日（日）
10:00～11:30
場所：金沢市松ヶ枝福祉館３階 介護生活訓練室
参加費：無料
主催者：社会福祉法人金沢市社会福祉協議会
金沢ボランティアセンター
問い合わせ：076-231-3725
２

手づくり生活は未来をつくる
ＷＯＲＫショップ Act.１

7/13

ワークショップ見学会のお誘い（ワークショップ
参加者５組による工作作業の出入り自由の見学会で
す）。持続可能な社会を担う具体的な取組みが多様
にできる可能性を秘めた「ＲＥＬＩＦＥ（リライ
フ）」というコンポストトイレを発見！今回その作
者を招いてワークショップを開催します。
日時：平成30年 7月 13日（金）
8:30～17:00ころ
場所：白山市立一ノ宮公民館
見学参加代：一人893（はくさん）円
※おやつ付、無農薬自家米おむすび・お茶予定
主催者：手づくり生活ユニット「のやのて」
問い合わせ：080-6141-8050

いっしょに歩きませんか
-初夏を歩いて満喫-

7/22

事前予約なく参加できます（※バス利用日は予約
必要）。水をお忘れなく。
新しく参加される方大歓迎！
日時：平成30年 7月22日(日) （5.7km）
行事：金沢の橋巡り
集合時間：8時40分
集合場所：金沢駅東口地下広場
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)

ジュリーがライバル
あたし、アイドルになる

7/27
～ 7/30

何をやっても長く続かない三女が突然言い出した
一言「ねん、姉さん、母さん、私アイドルになりな
いの」これはアイドルになる三女のサクセスストー
リーではなく、どうにか夢をかなえてあげたいと、
その周りで右往左往する家族の奮闘の物語である。
日時：・7/27 19;30
・7/28 11;00
・7/29 11:00
・7/30 ①11:00 ②19:30
場所：金沢市民芸術村ドラマ工房
入場料：一般前売 1500円 一般当日 2000円
学生 500円
主催者：劇団110SHOW
ホームページ：110show.com
メール：gekidang110show@gmail.com

※各イベントの詳細は主催者にお問い合わせください。 ※H30.6.30 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
ＮＰＯ法人未来塾・大人の学び
第３４回市民講演会

8/5

-夏こそ始める！健康ウォーク-

8/7・
8/19・
8/23

事前予約なく参加できます。水をお忘れなく。
新しく参加される方大歓迎！
※行事は全て雨天決行です
日時：平成30年 8月 7日（火）
行事：大桑ウォーク（6 km）
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：平成30年 8月 19日（日）
行事：金沢小公園めぐり（5 km）
集合時間：8時45分
集合場所：金沢駅地下もてなしドーム
日時：平成30年 8月 23日(木)
行事：白山金劔宮7社巡り（6 km）
集合時間：9時30分
集合場所：鶴来駅
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)

災害時語学サポーター育成講座
実動訓練（2日目）

9/2

災害発生時に日本語が十分に理解できない外国人
住民を支援するため、災害情報の翻訳・通訳や外国
人住民のニーズ把握等を行うサポーターの育成講座
を開催します。（8/5又は19の座学参加が必要）
日時：平成30年 9月 2日（日）
9:00～11:30
場所：宝達志水町立相見小学校及び
宝達志水総合体育館
参加費：無料
申込先：（公財）石川県国際交流協会
問い合わせ：076-262-5932
※各イベントの詳細は主催者にお問い合わせください。

災害発生時に日本語が十分に理解できない外国人
住民を支援するため、災害情報の翻訳・通訳や外国
人住民のニーズ把握等を行うサポーターの育成講座
を開催します。
日時：平成30年 8月 5日（日）
(基礎編:10時～12時 実践編:13時～16時)
場所：七尾市矢田郷地区コミュニティセンター

加賀会場

いっしょに歩きませんか

座学（１日目）

能登会場

元文部科学省事務次官、前川喜平さんをお迎えし
て、これからの教育政策について大いに語っていた
だきます。
日時：平成30年 8月 5日（日）
14:00～16:00
場所：野々市市文化会館フォルテ・大ホール
参加費：1000円（高校生以下・障がいをお持ち
の方無料、託児室あり※事前連絡を）
主催者：ＮＰＯ法人未来塾・大人の学び
問い合わせ：080-2956-4071

8/5
・ 8/19

災害時語学サポーター育成講座

日時：平成30年 8月 19日（日）
(基礎編:10時～12時 実践編:13時～16時)
場所：小松市第一地区コミュニティセンター
参加費：無料
申込先：（公財）石川県国際交流協会
問い合わせ：076-262-5932

“健康の森”保養キャンプ

8/17
～ 8/19

石川健康の森保養キャンプは、大谷鯉のぼり保養
を引き継ぐものです。福島の子どもたちを放射能か
ら守る保養はますます大切になっています。地元の
子どもたちと一緒に夏休み最後の思い出づくりを企
画します。
日時：平成30年 8月 17日～19日
参加費：宿泊希望者は参加費不要
申込み：事前申込みが必要です
場所：石川県健康の森
※福島等からの自動車道料金片道分の補助あり
主催者：能登の里山『健康の森』キャンプ保養
実行委員会
問い合わせ：076-237-5773
090-8094-8042（携帯:出口）
メール：dtr1943@ybb.ne.jp

平成30年度 第３回農山漁村
コミュニティビジネスセミナー

9/12

「移住者が拓く、農泊と交流事業」と題し、地域
に溶け込んだ新しいビジネスの展開などで活躍して
いるＮＰＯ法人美しい村鶴居村観光協会の服部政人
氏を講師として招き、セミナーを開催します。
日時：平成30年 9月 12日（水）
13:30～16:30
場所：都市農山漁村交流活性化機構 会議室
参加費：2000円
主催者：（一財）都市農山漁村交流活性化機構
問い合わせ：03-4335-1985
※H30.6.30 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
こころのケア講座
～傷つきからの回復ワーク～

毎月第2
・4土曜日

母と子のおしゃべりサロン

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。
ママたちはおしゃべり、子どもたちが絵を描いた
り遊んだり…ゆったりと穏やかなひと時を一緒に過
ごしましょう。
日時：毎月第３日曜日
11:00～ ゲーム 12:00～ ランチ
13:00～15:30 フリータイム
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：ランチ代500円（前日までに申込を）
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(14時～17時)
メール：wek7582@spice.ocn.ne.jp

ふらっとあかり日和

7 月～

日中に行く場所がなくて困っているみなさん、外
に出たい気持ちはあっても足がすくんでしまうみな
さん、そろそろ働けたらなと思っているみなさん
etc……よかったらふらっといらっしゃいませんか。
会場はお申し込みの方にお知らせします。
「ちょっと勉強」編
・新しい自分に出会ったり、セルフケアの方法や
人付き合いのコツが学べます。
「ちょっと仕事」編
・手や身体を動かしてちょっとお仕事。これから
の新しい夢に出会えるかも!?
主催者：ＮＰＯ法人あかりプロジェクト
問い合わせ：076-256-2548
メール：infodesk@furure-butterfly.net
プログラム

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土曜日 13:30～15:30
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
※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

摂食障害と日々向き合う女性のための

ピアサポート凪

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。話し合いは匿名でも参加で、経験
豊かなファシリテーターが進行役となります。お茶
とお菓子を用意してお待ちしています。
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

おすすめの一冊

「大人の引きこもり」を救え！

著者：廣岡政幸（ワンステップスクール校長）

みんな、本心では変わりたいと思っている
40歳以上の引きこもりの数は推計１００万人。その現実と真正面から命がけで向き合
い、フリースクールを運営している著者が、自身の経験について具体的な事例をもとに
語っています。状況を変えるために必要なことは何なのか。支援者だけでなく、引きこ
もりの家族がいる方にもぜひ読んでいただきたい一冊です。
この本は 石川県立図書館 に所蔵されています。ぜひ図書館をご利用ください
４

※各イベントの詳細は主催者にお問い合わせください。 ※H30.6.30 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。 ※H30.6.30 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
第29期 プロ・ナトゥーラ・ファンド
助成
（公財）自然保護助成基金

イーパーツ 第90回リユースパソコン
寄贈プログラム

対象事業等

〆切

プロ・ナトゥーラ・ファンド助成では，日本や海外の自
然保護のための，フィールドワークに基づいた基礎的な
研究や，地域に根ざした自然保護活動，自然保護に関す
る書籍の出版，そして年度ごとに定める特定のテーマに
取り組むプロジェクトに対して助成を行います。

7/13

非営利団体の情報化支援のため、リユースパソコン等を
寄贈します。リユースパソコン等は専門家の指導の下、
障がい者の方々によって再生されたものです。

7/18

認定ＮＰＯ法人イーパーツ

Web Directors Forum（第81回）

NPO基盤強化資金助成「住民参加型福祉
活動資金助成」
（公財）損保ジャパン日本興亜福祉財団

平成30年度 金沢アートグミ企画公募
認定ＮＰＯ法人金沢アートグミ

国際交流基金地球市民賞
独立行政法人国際交流基金

公益信託 大成建設自然・歴史環境基金
2018年度助成金
公益信託 大成建設自然・歴史環境基金

2018年度 特定活動助成「自然災害支
援プログラム」
（公財）ユニベール財団

一般公募助成事業
（公財）ライフスポーツ財団

公益財団法人日野自動車グリーンファン
ド 平成30年度助成事業
（公財）日野自動車グリーンファンド

【助成対象の活動】地域における高齢者・障害者・子ど
も等に関する複合的な生活課題に、地域住民が主体と
なって、包括的な支援を行う活動
【助成内容】1団体30万円を上限。助成対象活動の人
件費（助成金額の50％が限度）・物件費

7/20

金沢アートグミギャラリーで開催する企画を募集します。
7/31
助成上限は20万円です。
全国各地で国際文化交流活動を通じて、日本と海外の市
民同士の結びつきや連携を深め、互いの知恵やアイディ
ア・情報を交換し、ともに考える団体を応援します。

7/31

国内ならびに開発途上国の自然環境の保全や再生、歴史
的建造物等の歴史的・文化的な環境の保全活用にかかわ
る活動及び研究に対する助成
ポレポレ自然環境観察会（2017）
海洋環境防災調査研究会（2016・2013）
角間里山みらい（2014）
輪島土蔵文化研究会（2012）

7/31

①被災地でこころのケアのための“傾聴ボランティ
ア”として活動をしている団体
②被災地から県外に避難を余儀なくされた方々を対象
に、こころのケアのための“傾聴ボランティア”と
して活動をしている団体

7/31

総合型地域スポーツクラブや地域で活動する団体で実施
されている親子や幼少児を対象としたスポーツ事業（大
会・教室等）に助成金を交付しています。
地域に根ざす活動として取り組まれており、誰でも参加
できる事業が対象となります。

7/31

①自然環境保全に資する樹木や草花の植栽の実施
②自然環境保全活動の実施
③自然環境保全に資する調査や研究の実施
④自然環境保全に資する教育や諸啓発活動の実施

7/31

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。 ※H30.6.30 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

ＮＰＯ／ＮＧＯ サポートファンド for
ＳＤＧｓ
パナソニック株式会社

未来を強くする子育てプロジェクト
住友生命保険相互会社

〆切

①海外助成
新興国・途上国内で貧困の解消、または貧困と関連
のある問題の解消に向けて取り組むＮＧＯ
②国内助成
日本国内の貧困の解消、または貧困と関連のある問
題の解消に向けて取り組むＮＰＯ

8/3

①子育て支援活動の表彰
より良い子育て環境づくりに取り組む団体や個人を
表彰します。
②女性研究者への支援
子育てと人文・社会科学分野の研究活動の両立に努力
されている女性研究者を支援します。

9/7

子ども夢フォーラム（2017）
かめのり賞募集
（公財）かめのり財団

公園・夢プラン大賞 2018
（一財）公園財団

日本とアジア・オセアニアの若い世代を中心とした相互
理解・相互交流の促進や人材育成に草の根で貢献し、今
後の活動が期待される個人または団体を顕彰します。

9/21

①実現した夢部門
公園で行われ、皆さんの「夢の実現」となった、素
敵なイベントや活動を募集します。
②やりたい夢部門
公園で「やってみたい」「できたらいいな」という
楽しいイベントや活動のアイデアを募集します。

9/30

ｃ

ム！こらむ

現在、４年に一度のサッカーＷ杯がロシアで
開催中です。ニュースも連日その話題で持ちき
りですが、その中で、様々な国のサポーターの
試合後の「ごみ拾い」が話題になっていました。
その国の一つ、セネガルではもともと「テラン
ガ」というおもてなしと助け合いの意味を持つ

精神があり、普段の生活の中でもごみ拾いをす
るし、食べ物でも何でも「分かち合う」文化が
あるそうです。誰から言われるでもなく、無償
で、「私」が持つものを「公」にするセネガル
の方たちは、皆がボランティアと言っても過言
ではないかもしれませんね。

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。

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

