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広報は影の力の後方支援 だからＮＰＯなふつか。
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昨年１０月１日より、ＮＰＯ法人は「貸借対照表」を定款で決

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

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)

あいむからのお知らせ

ＣＳＲ
シーエスアール

Corporate Social Responsibility （コーポレート・ソーシャル・レスポンシビリティ）の頭文字

をとった言葉で、「企業の社会的責任」と訳されています。「企業が社会及び環境に及ぼす影響に対

して責任を持つこと」や「持続可能な社会への貢献に責任を持つこと」などを指す言葉です。

1

ＮＰＯやってるといろいろあるよね。事業を作る時。理事メンバーを増やす時。

毎年やってくる事業報告書づくりや役員任期。任意団体だと必要ないことも、法人だとね。

なんといっても 団体を維持するための資金づくりは大変だ。

だから事業の助成金ゲットの方法や、運営のために、誰にでも応援してもらえるような、

伝え方が必要なことはわかってるんだけど。

さて、どこで学んだらよいものか・・・

石川県ＮＰＯ情報発信力向上セミナーのご案内

①・② 3/2（土）

③・④ 3/3（日）

①・② 2/23（土）

③・④ 2/24（日）
前
期

後
期

パネル展示コーナーのご案内

あいむの入口の横にあるパネル展示コーナーは、皆さまのご活動の

ＰＲの場として、活動記録や写真、本などの展示にご利用できます。

どうぞお気軽にご利用ください。
（お申し込みはあいむまで）

ここで
やってるよ～

会場：石川県地場産業振興センター

新館５階第１３会議室

会場：石川県ＮＰＯ活動支援センター

香林坊ラモーダ７階

※①～④は前後期とも同じ内容ですので、参加する日を自由に組み合わせることができます。

問い合わせ先：076-232-6673（ＮＰＯ法人ⅰ-ねっと）



イベント情報

※H31.2.5 までにお寄せいただいた情報を掲載しております。

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 2月 17日(日) （4km）

行事：金沢ウォーク

集合時間：9時15分

集合場所：金沢市役所正面入口

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)

2/17
いっしょに歩きませんか

-歩いて金沢再発見-

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：2019年 2月 16日（土）

10:30～16:00（受付 10:00）

場所：石川県女性センター 2階

受講料：無料

主催者：公益財団法人いしかわ女性基金

問い合わせ：076-234-1112

2/16
女性の視点からみる

地域防災講座

落語の「死神」をモチーフにイッツ・フォーリー

ズがいずみたくの曲にのせて贈る和製ミュージカル。

あなたも会員になって観劇の輪に入りませんか。

日程①：2/16（土）

場所：野々市フォルテ

日程②：2/18（月）

場所：文化ホール（予定）

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

2/16
・ 2/18

ミュージカルコメディー「死神」
（19年2月例会）

「縁結びｉｓｔ」とは、少子化の大きな要因と

なっている未婚化、晩婚化の流れに歯止めをかける

ため、結婚を希望する独身男女に対する相談やお見

合いのお世話などをボランティアで行っていただく

方です。この養成講座を受講し、当財団に登録いた

だいた方が、「縁結びｉｓｔ」として活動を行うこ

とができます。

日時：2019年 2月 22日（金）

9:30～16:00（受付 9:10）

場所：石川県地場産業振興センター

受講料：無料

主催者：公益財団法人いしかわ結婚・子育て支援

財団

問い合わせ：076-255-1509

メール：salon@i-oyacomi.net

2/22縁結びｉｓｔ養成講座

第9回のコーポレートアート展では、金沢美術工

芸大学を卒業し、現在国内外で活躍する山内祥太の

個展を開催致します。私たちの“現実感”を揺さぶ

る軽やかな作品群をお楽しみください。

日時：2019年2月17日(日) ～ 3月10日(日)

10:00～18:00 

場所：金沢アートグミ（金沢市青草町88番地

北國銀行武蔵ヶ辻支店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

2/17
～3/10

山内祥太

押絵と旅する男

犯罪や交通事故の被害に遭われた方やその家族に

対して、電話相談、面接相談、直接支援（裁判所、

病院付添い等）などを行う支援活動員の養成セミ

ナーです。

日時：2019年2月26日(火) ～ 3月15日(金)

（全8回のプログラム）

18:30～20:00 

応募資格：養成セミナー修了後に月2回程度（3

時間）の電話相談活動や広報活動に参

加できる方

※資格や経験は必要ありません

応募〆切：2019年2月15日（金）

応募方法：受講申込書に必要事項をご記入の上、

事務局に郵送にてお送りください

受講料：無料

主催者：（公社）石川被害者サポートセンター

問い合わせ：076-226-7831

2/26
～3/15

支援活動員養成セミナー

２ ※各イベントの詳細は主催者にお問い合わせください。



※H31.2.5 までにお寄せいただいた情報を掲載しております。※各イベントの詳細は主催者にお問い合わせください。 3

イベント情報

Ｓｎｉｇｅｌ m.（スニーゲルマム）は、1998

年に結成されたグループです。女性が自分のために

自分のことを考え、話すことのできる場を大切に親

子／家族関係、自己表現、ジェンダー等を学び合え

る、学習会や茶話会を開催しています。

日時：2019年 3月 3日(日) 14:00～16:00

場所：金沢市教育プラザ富樫131研修室

（金沢市富樫3-10-1）

参加費：無料

定員：50名（要申込み）

主催者：自分をみつめるSnigel m.

問い合わせ：090-5335-4140

メール：y_myky@yahoo.co.jp

3/3
「アナタのため」がつらくて

田房永子さんトークショー

この本の良さは「勤務態度が悪いスタッフにやめてもらうには」「インターネットの掲

示場で誹謗中傷を受けたときにどうするか」など、実際に起こりそうだけれど答えがな

かなか見つからない数々のトラブルに分かりやすく答えているところだと思います。も

ちろん、団体の設立、運営、資金集め、税務など基本的な点も分野別におさえています。

おすすめの一冊

実用的で、読みやすい。かゆいところに手が届く一冊。

ＮＰＯの法律相談 知っておきたい基礎知識６０ 著者：BLP-Network

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

日時：2019年 2月 24日（日）

13:00～16:00

第1部 「緩和ケア認定看護師として想うこと」

「がん哲学外来：逆転の発想」

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

2/24金沢がん哲学外来

（報告遺跡）①横江古屋敷遺跡、②観法寺ジンヤマ

窯跡、観法寺ヤッタ遺跡、③末松廃寺跡、④酒井バ

ンドウマエ遺跡、⑤千田北遺跡、⑥金沢城跡

日時：2019年 3月 3日（日）

13:00～16:30 

場所：石川県立美術館ホール

受講料：無料（申込不要）

主催者：公益財団法人石川県埋蔵文化財センター

問い合わせ：076-229-4477

3/3いしかわを掘る

【大会テーマ】ボランティアはコマじゃない！今こ

そレジリエンスが試される！

日時：3月 2日（土）10:00～17:00

3月 3日（日） ９:30～15:30

場所：大谷大学

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2019実行委員会

問い合わせ：075-286-3400

ＦＡＸ：075-320-3714

メール：jvcc2019@youthvision.jp

3/2
・3/3

ＪＶＣＣ２０１９ 京都

全国ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ研究集会



※各イベントの詳細は主催者にお問い合わせください。４

ピースウォークとは、毎春イラク戦争が始まった

3月20日前後に市民が集い、平和を願って街を歩

くイベントです。2001年から続いています。

日時：2019年 3月 21日（木）

13:00 開始～13:40 ウォークスタート

場所：いしかわ四高記念公園入口付近

主催者：ピースウォーク金沢実行委員会

問い合わせ：076-294-2363

3/21ピースウォーク金沢2019

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 3月 7日(木) （4.5km）

行事：兼六園巡り

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 3月 17日(日) （4km）

行事：ふらっとバス材木ルート

集合時間：8時45分

集合場所：金沢駅東口地下広場

日時：2019年 3月 24日(日) （7km）

行事：巨樹梅の花めぐり

集合時間：8時40分

集合場所：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：090-6270-1509 (事務局:森)

3/7
・ 3/17
・ 3/24

いっしょに歩きませんか

-歩いて春にふれよう-

当日は、講演会のほか、地域にお住いの方々の暮

らしや健康医療などの相談を看護師・歯科医師・管

理栄養士などがお受けします。

日時：2019年 3月 19日（火）

講演会 13:30～14:30

※相談は16:00まで

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

3/19
元ちゃん保健室 講演会

「眠りがよくなる睡眠の知識」

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

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

毎月第2
・4木曜日

こころのケア講座
～傷つきからの回復ワーク～

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「あいむ」

（香林坊ラモーダ7階）

主催者：Ｆｏｒｅｓｔ

連絡先：forest300619@yahoo.co.jp

ブログ：https://ameblo.jp/adgjmptw-

159357niji/

毎月第３
火曜日

依存症の女性のお茶会

イベント情報

2日間で「怒り」の理解やイライラした時に落ち

着くテクニックについて、ワークをします。2日間

の参加が難しい方は1日だけの参加もできます。

日時：3/24（日）14:00～15:00

3/30（土）14:00～15:00

場所：金沢市教育プラザ富樫2号館213研修室

対象者：小学1年生～3年生の児童

定員：10名程度（先着順）

参加費：一回500円

（別途ワークブック代200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

3/24
・3/30

アンガーマネジメント
キッズ講座

※H31.2.5 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→）

名称・団体名 対象事業等 〆切

第92回 リユースＰＣ寄贈プログラム

認定ＮＰＯ法人イーパーツ

【寄贈目的】非営利団体の情報化支援 ※情報共有、事
務作業の効率化、広報活動、点字・要約筆記・デージー
等によるバリアフリー、デジタルデバイドの解消のため、
安全安心インターネット社会の実現など
【寄贈品】①Windows10、office2010搭載リユース
パソコン DELL Latitude E3330 10台
②Apple MacBook Air（13-inch,Early2015）30台
③Apple MacBook Air（13-inch,Early2013）10台
④Adobe Creative Suit 4 Web Premium 10本
【ご負担金】①6,480円/台 ②6,000円/台 ③・④
5,000円/台

認定ＮＰＯ法人えんがわ（第89回）
ＮＰＯ法人シェきらり（第89回）
ＮＰＯ法人Web Directors Forum（第81回）
ＮＰＯ法人ケーネット知楽市（第81回）

2/22

2019年度 特別助成

全日本社会貢献団体機構

【対象事業】パチンコ・パチスロ依存問題の予防と解決
・依存問題を持つ人々を支援するセミナーなどの開催、
・依存問題からの回復を目指し、多様な社会参加を考え
る活動、・依存問題を抱える人々の個別相談、・依存問
題で家族に不安を抱いている家庭への支援活動、・その
他依存問題の予防と解決に取り組む活動

2/28

海と日本ＰＲＯＪＥＣＴ サポートプロ
グラム

（公財）日本財団

【趣旨】海と日本プロジェクトは、全国のさまざまな地
域で、海との多様なつながりを生かしながら独自性のあ
る取り組みを実施することで、次世代を担う子供や若者
を中心として多様な人が海への好奇心を持ち、行動を起
こすムーブメントをつくることを目指します。

3/1～
3/8

わかば基金（第３１回）

（社福）ＮＨＫ厚生文化事業団

「わかば基金」は、地域に根ざした福祉活動を展開して
いるグループが、活動の幅を広げるための支援をしてい
ます。今回は、「支援金部門」「リサイクルパソコン部
門」「災害復興支援部門」の３つの部門を設けています。

NPO法人トオの家（第30回）

3/29

砂防ボランティア基金助成事業

（一社）砂防フロンティア整備推進機構

【対象事業】
①砂防ボランティア団体等が、土砂災害被災地域に

おいて実施するボランティア活動に対する助成
②砂防ボランティア団体等が実施する砂防行政への

支援活動に対する助成
③砂防ボランティア団体等が実施する地域に根ざした

防災活動等に対する助成
④その他「基金」にかなう事業に対する助成

石川県砂防ボランティア協会（H30）

3/31

ポーラ伝統文化振興財団助成事業

（公財）ポーラ伝統文化振興財団

【対象分野】伝統工芸技術、伝統芸能、民族芸能及び行
事など、日本の無形の文化財の記録や研究、保存・伝承
活動において、有効な効果が期待できる事業に対する補
助的な援助

3/31

※H31.2.5 までにお寄せいただいた情報を掲載しております。※各助成金の詳細は助成団体にお問い合わせください。
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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→）

名称・団体名 対象事業等 〆切

緑の募金

（公社）国土緑化推進機構

【対象となる活動】森林ボランティア、里山保全団体お
よびＮＰＯ等による以下の活動
①国内外の森と人を元気にする活動
②地球の緑を増やし、地球温暖化防止や生物多様性保全
に貢献する活動
③森づくりのリーダーを育てる活動
④森や里山で子どもたちを育むことができる活動

石川フォレストサポーター会（H30）
ＮＰＯ法人世界の砂漠を緑で包む会（H28）
大呑グリーンツーリズム推進協議会（H27）

3/31

連合・愛のカンパ（中央助成・地域助
成）

日本労働組合総連合会

【対象事業】・大規模災害などの救援支援活動、・戦争
や紛争による難民救済などの活動、・人権救済活動、・
地球環境保全活動、・ハンディキャップをもった人たち
の活動、・教育文化などの子どもたちの健全育成活
動、・医療、福祉関係などの活動、・地域コミュニ
ティー活動（レクリエーション活動を除く）、・生活困
窮者の自立支援活動

3/31

タカラ・ハーモニストファンド助成

公益信託タカラ・ハーモニストファンド

【目的】次の(1)～(3)の内容に関する実践的な活動及び
研究に対して、助成を行います。(1)日本国内の森林・
草原・木竹等の緑を保護、育成するための活動または研
究。(2)日本国内の海・湖沼・河川等の水辺の良好な自
然環境を整備するための活動 または研究。(3)日本国内
の緑と水に恵まれた良好な自然環境の保全及び創出に資
するための活動または研究。

3/31

地域福祉振興助成成

（公財）木口福祉財団

【応募資格】障がい者や社会的弱者を支援するボラン
ティア活動、福祉活動に取り組む団体・グループで、
2018年度に当財団の助成を受けていないこと

株式会社クリエイターズ リハスファーム（H29）

3/18～
4/18

※H31.2.5 までにお寄せいただいた情報を掲載しております。※各助成金の詳細は助成団体にお問い合わせください。

６

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）

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。

※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。

TEL：076-223-9558 メール：npo@pref.ishikawa.lg.jp

送付先
（問い合わせ先）

〒920-0961 金沢市香林坊２丁目４番３０号


