
ＶＯＬ.６  ２００９．７．１                         発行：富山県民ボランティア総合支援センター 

 
ボランティア・ＮＰＯ

 

 

ボランティア活動推進富山県民会議開催  
   ボランティア・ＮＰＯ大会 開催日決定！ 

   10 月３０日（金）、３１日（土） 
 

６月４日（木）、富山県民会館において平成２１年度ボランティア活動推進富山県民会議を開催しました。

会議では、今年の主な活動内容について協議し、１０月のボランティア活動強調月間の活動として街頭啓発を

行うこと、例年開催している富山県民ボランティア大会の名称を変更し、「第２１回富山県民ボランティア・

ＮＰＯ大会」として、１０月３０日（金）・３１日（土）の２日間、富山県総合福祉会館において開催するこ

と等を決めました。今年の大会では、１日目（３０日）は、式典、講演会、２日目（３１日）は、公募による

出展行事等を予定しています。（大会の概要は３Ｐ～４Ｐに掲載してありますので、ご覧下さい。） 

また、役員改選が行われ、会長には犬島伸一郎県商工会議所連合会長が、副会長には岩田繁子県婦人会長、

金岡純二県社会福祉協議会長、小泉 博県芸術文化協会長が、それぞれ再任されました。 

その他、県男女参画・ボランティア課から、平成２０年度南砺市豪雨災害時の災害救援ボランティアの対応

状況や県内のＮＰＯ法人、ボランティアの状況について説明がありました。 

 ＊ボランティア活動推進富山県民会議とは、 

心豊かでふれあいのある地域社会を実現するため、県民のボランティア活動の普及と推進を図り、もっ

て県民総ボランティアの輪を広げることを目的に、平成９年９月９日に設立しました。また、毎年１０

月を「ボランティア活動強調月間」として、ボランティア・ＮＰＯ活動の普及活動を実施しています。 

 
理事長に犬島伸一郎氏を再任 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月４日（木）、ＮＰＯ法人富山県民ボランティア

総合支援センターの第９回通常総会及び第１３回理事

会が開催され、平成２０年度事業報告・収支決算及び

に平成２１年度事業計画・収支予算が承認されました。 

また、役員の改選が行われ、理事長には犬島伸一郎

県商工会議所連合会長が、副理事長には岩田繁子県婦

人会長、金岡純二県社会福祉協議会長、小泉 博県芸

術文化協会長が、それぞれに再任されました。 

 

 

 

 

 

お忘れではありませんか？ 
ＮＰＯ法人は、毎事業年度終了後３ヶ月以内に事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書等を所轄庁（富

山県）へ提出することになっています。事業年度が４月１日から３月３１日の法人で提出がまだの団体は、すみ

やかに提出しましょう。  
 

１



ＮＰＯ創造的地域活性化事業助成金助成対象事業決定！ 

 「ＮＰＯ創造的地域活性化事業助成金」は、県民参加による魅力ある

地域づくりを推進するため、ボランティア・ＮＰＯ活動を行う組織・

団体が地域の課題等に自ら考え、自ら取り組む公益的・先駆的な事業

に対して資金を助成する制度です。（助成限度額３００千円／事業） 
今年度は、１０事業（１０団体）の応募があり、学識経験者等５名

で構成する審査委員会において審議いただいた答申を踏まえ、６事業

（６団体）に対して、総額１，５００千円の助成を行うことに決定い

たしました。採用された事業名、団体名は次のとおりです。 
 

事   業   名 団   体   名 
失語症ライブ ＮＰＯ法人つむぎ 
防災力をアップしよう ＮＰＯ法人Ｎプロジェクトひと・みち・まち 
牛岳温泉スキー場を山菜の大草原に!!大作戦 ＮＰＯ法人山田の案山子 

ＪＣデー2009 Feel the Future！～輝く未来のとやま～ 社団法人富山青年会議所 

ミシュランとやま 街なか発見グルメツアー＆交流パーティー ＲＩＴＺエンターテイメント 
ワンファームランド農作物直接販売 ＮＰＯ法人ワン・ファーム・ランド  
 

ボランティア交流事業助成金助成対象事業決定！ 

  「ボランティア交流事業助成金」は、県内のボランティア活動の普及と推進と図るため、県民ボランティア

ネットワークに参画している団体間や一般県民との交流を目的とした事業に対して助成するものです。 

  今年度は、７団体（７事業）の応募があり、７事業の助成を決定しました。 

①富山県ナチュラリスト協会（富山県ナチュラリスト大会）②富山県手話サークル連絡協議会（合同学習会） 

③明るい社会づくり運動とやま（伏木・正法寺の清掃）④新湊子どもの遊び場をつくろう会（子どもの冒険遊

び場・一日プレパーク）⑤富山三つ星山の会（障がい者登山サポート研修会）⑥RITZエンターテイメント（ハ

ローボランティア）⑦青少年育成富山県アドバイザー協議会（伸びよう 伸ばそう 家庭ふれあいSunday） 
 

平成２１年度ＮＰＯマネジメント特別研修を開催しました！  
 ５月14日（木）「ＮＰＯマネジメント特別研修」を開催しました。ＮＰＯ

の情報発信や資金マネジメントや協働等をテーマとした研修会の講師として

全国各地を飛び回られ、ご活躍の荻上健太郎さん（日本財団システム統括グ

ループ情報コミュニケーションチーム）を講師にお招きし、「ＮＰＯのため

の上手な助成金申請術」と題して、「助成金とは何か」から始まり、情報収

集方法、助成する側との付き合い方、企画・申請書の作成方法に至るまで、

ＮＰＯの助成金についての基本的事項ついてお話ししていただきました。 日本財団 荻上健太郎氏 

荻上さんの豊富な経験に基づくお話は、分かりやすく、受講者の皆さんの

感想も、ほとんどが、「大変参考になった」、「今後の助成金の申請に活か

したい」といったものであり、満足いただけたものと思います。 

また、研修終了後には、荻上さんを囲んで、受講者有志による懇親会を開

催いたしました。事務局としてもＮＰＯの方々の熱い思いや苦労話などを聴

かせていただき、大変貴重な機会となりました。 

 グループ討論 

 ２ 



  
今年度「ボランティア大会」から「ボランティア・ＮＰＯ大会」に！ 

   

開催日：平成２１年１０月３０日（金）、３１日（土） 

場所：富山県総合福祉会館（サンシップ） 

 

 

 

 

 

 

この大会は、毎年１０月の「ボランティア活動強調月間」に、県民のボランティア意識の啓発の推

進を図ること及びボランティア・ＮＰＯ関係者のより一層の連携と意識の向上を図ることを目的とし

て、県内のボランティア、ＮＰＯ関係者や県民が集う大会です。 
多くの皆さんの参加をお願いいたします！ 

 

１０月３０日（金）１２：００～１６：００ 

 □１階福祉ホール□   

  ＜式典＞ 

ボランティア活動に貢献した個人・団体の表彰 

大会アピール 

  ＜ボランティア活動に関する講演＞ 

講師：矢崎由美子氏 

（阪神淡路大震災の語り部・骨髄バンクボランティア） 

第20回大会 式典  

      

１０月３１日（土）１０：００～１６：００ 

                          □１階福祉ホール□ 

                           ＜活動発表＞ 

                           県内で活動中のボランティア・ＮＰＯ団体の日頃の 

活動をステージで発表。 

＜活動紹介屋台村＞ 

                           ボランティア団体・ＮＰＯの作品展示・販売。 

 

 

 

第20回大会 活動紹介パネル展示 
＜ 第20回大会 一言メッセージの例＞ 

・そんなつもりじゃなくて、下心があって、ああでも

－「ありがとう」－意外と悪くない。 
・誰かのために。そして自分のために。それが私の 
ボランティア。 

・ボランティアは、人と人との交流。いろんな価値観

との出合い。そして広がる人生の幅。 

□２階県民サロン□ 

 ＜パネル展示による活動展示＞ 

 ボランティア・ＮＰＯ団体の活動をパネルで展示 

□研修室□ 

 活動紹介の実演・ミニワークショップ 

 

 詳細は、後日送りますリーフレットやちらしを、 

ご覧下さい。 

 

 楽しいボランティア・ＮＰＯ大会を皆さんと創っていきたいと思っていますので、ご協力をお願いします。      

３ 



 

 

 

 
ボランティア・ＮＰＯ大会実行委員会では、大会に参加していただける団体を募集します。 

毎年、福祉作業所、途上国を支援するボランティア団体、森づくりなどの環境自然保護団体や子育て

支援のボランティア団体など、様々な分野から参加されており、昨年は、２５団体に参加していただき

ました。あなたも大会を共に作り上げ、また参加者のみなさんと交流しませんか。 
 

 

■募集内容 （１）団体・作業所の作品の展示や販売 

（２）活動紹介の実演やミニワークショップ 

（３）パネル展示による団体の活動紹介 

（４）講演会、パネルディスカッションなど、会議室を使用する行事 

■対象団体 ボランティア団体、ＮＰＯ、ボランティア・ＮＰＯ活動を推進する機関など 

（いずれも富山県内に活動拠点を置く団体であること） 

■日  時 １０月３１日（土）１０：００～１６：００ 

（２）の「パネル展示による団体・活動紹介」は３０日の１２時から参加できます。 

■募集締切 ７月３１日（金） 

※ 詳細は、ボランティア総合支援センターにお問い合わせいただくか、後日お送りする募集

ちらしをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボランティア活動推進富山県民会議では、ボランティア・ＮＰＯ「一言メッセージ」を募集します。 

「ボランティア活動の楽しさ」「ボランティアでの思い出」また「ボランティアしてもらってうれしかったこと」 

などなど、ボランティア・ＮＰＯ活動が県民に広がっていくためにみんなに伝えたい「メッセージ」をお寄せくださ

い。 

 

  

応募期間：７月中旬から１０月９日(金) 

募集内容：ボランティア・ＮＰＯ活動に関する 

「一言メッセージ」（５０字以内）を応募ください。 

応募対象：県内在住の方又は通勤・通学している方 

  （未発表の自作のものにかぎります。）

応募方法：応募様式に必要事項を記入の上、郵送又は 

     ＦＡＸで応募ください。 

応募用紙は、支援センターホームページからダウンロー

できます。（７月中旬頃にのせます） 

作品の選定・記念品の送付： 

「第２１回富山県民ボランティア・ＮＰＯ大会」会場

に掲示し、来場者が感動・感銘を受けた作品に投票して

もらい、得票の多かった作品の応募者に図書カードをお

送りします。 

募集・問合先： 

ボランティア活動推進富山県民会議 

（事務局：富山県民ボランティア総合支援センター）

電話076-432-2987  ＦＡＸ 076-432-2988 

http://www.toyamav.net/ ４ 



 

 
  新しくＮＰＯ法人となった団体や面白い取り組みをされている団体などを紹介するコーナーです。今回は、

魚津市に活動の拠点がある２法人を取材しました。まず、「米蔵の会」の慶野理事長にお聞きしました。 
  
 
 
 
 

 
 
                          
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 続いて「パトリーズ」の野村理事長にお聞きしました。 
  
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Ｑ１ 法人の活動内容をお聞かせください。   

大正 7 年に起こった米騒動の事実と意義について、より多く

の人に知ってもらい後世に伝えていくための活動や、当時と変

わらない状態で残っている「米蔵」の保存とその利活用による

まちづくりを進めるための活動を行っています。 

Ｑ３ 今後はどのような活動をしていく予定なのでしょうか？

会としては、米騒動の生き証人として残っている「米蔵」を保存し、どの

できるのかを探っていきたいと考えています。できれば、米騒動から 100 周年

にはミュージアム、資料館などとして、多くの人に見てもらいたいとの思いが

また、米騒動のことをできるだけ多くの人に知ってもらうための活動も続

す。そして、米騒動が起こった全国各地のネットワークが広がればいいなと思

名 称：特定非営利活動法人 米蔵の会 
事務所：魚津市天神野新 147-1  
理事長：慶野 達二 

Ｑ２ 活動のきっかけをお聞かせください。 

 米騒動の発祥の地である魚津でもほとんど伝承されてこなかったた

め、その内容を知らない人が多く、このままでは歴史に埋没してしまう

と考えていました。そこで米騒動のことを正しく学ぶため、平成 19 年に

市民有志による「米騒動を知る会」を発足し、月 1 回講師を招いて米騒

動についての理解を深める活動を続けてきました。そうした活動を重ね

るにつれて関心を持つ人が増えてきました。 
そこで、より多くの人に米騒動のことを知ってもらいたい、そして老

朽化した米蔵を保存し利活用したいとの思いで、米騒動発祥 90 周年の節

目である平成 20 年 9 月、ＮＰＯ法人を設立しました。 

Ｑ１ 主な活動内容をお聞かせください。     

今年６月にＮＰＯ法人の認証を受けたばかりで、具体的な活動

はこれからといったところですが、農山漁村の地域資源を生かし

た地元の経済の活性化、人材育成と、都市圏との連携や人の交流

による地域再生の支援活動を行っていく予定です。 

具体的には、①サポート事業（担い手、後継者不足の労働力提

供等の支援）、②シンクタンク事業（市町村、県、国の補助事業

などの受入支援）、③リーディング事業（人材育成のための研修

や実地体験の実施と支援）、④アウトプット事業（農産物やサー

ビスの販売等の支援）を４つの柱として取り組んでいきたいと考

えています。 

また、魚津市の山間の池谷地区に「交流と農体験の家

IKEDAN-CHI」を開設しました。近隣の人たちの語らいや都市住民

との交流の場などとして、利用していきたいと思います。 

 
Ｑ３ 今後の目標をお聞かせください。 

パトリーズのパトリは「郷土」という意味で、郷土を大切にして、地域を再生したいとの思いから名付けました。 
現在取り組んでいる地域だけではなく、いくつもの地域にこのような組織を育てていって、それぞれが連携していけれ

ば良いと思っています。大きな組織になることより、小さいものをいくつも作って連携することが大切だと思っています。

名 称：特定非営利活動法人 パトリーズ 
事務所：魚津市経田西町 10-73  
理事長：野村 博 

唯一残る米蔵 

交流と農体験の家 IKEDAN－CHI 

米騒動発祥地の碑 

唯一残る米蔵 

Ｑ２ 活動のきっかけをお聞かせください。 

 従来から中山間地域の支援に携わってきて、将来のビジョンがない、高齢化

が進んでいる、リーダーが育っていないなど、地域の現状をみてきました。こ

れまでの経験を、こうした地域の課題の解決のために何か生かすことができな

いかと思っていました。また、地域に入っていって自分で地域再生を実践して

みたいとの思いもありました。こうした思いを実現させるために、賛同いただ

いた方々と一緒に、ＮＰＯ法人を設立したものです。 

５ 



支援センター 相談会・講習会情報 

今後開催予定の研修会等の情報をお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

第１回ＮＰＯ会計税務集中講座 
毎回参加者から好評の声をいただいている講座です。
講座の内容は、簿記の基礎から納税事務。初めての方
からこの機会に基礎をちゃんと知りたいと思っている
経理経験者の方も大歓迎です。 

（今年度、初心者向けは今回のみです。） 
日 時：①７月 ３日（金）②７月 ７日（火） 

③７月１０日（金）④７月１４日（火） 
⑤７月１７日（金） ５回連続講座 

場 所：富山県総合福祉会館（サンシップ） 
参加費：２０００円（資料代） 
定員に若干の余裕がありますので、お問合せ下さい。

第２回ＮＰＯ法人会計税務事務相談会 
ＮＰＯ法人の会計税務についての個別相談会です。 
日時：７月１４日（火） １３：３０～１６：００ 
  （１団体の相談時間は、１時間程度です。） 
場 所：富山県総合福祉会館交流会議室（富山市安住町）

事前に申込が必要です。 
ＮＰＯ法人向け会計税務相談会の今後の予定 

（富山地区）９月１１日（金）、１１月１３日（金） 
   １２月１１日（金）、２月１０日（水） 

（砺波地区）１月中旬 
 是非、ご利用ください。

 

 

 

 

 

平成２１年度ＮＰＯ基礎講座 
「ＮＰＯって何？何をしているの？」「ＮＰＯとボランティアの違いって何？」など、ＮＰＯの基礎を学びます。 
まったく、ＮＰＯを知らない、ボランティアをしたことがないという方、すでに活動をしているけどＮＰＯの基礎
を学びたいという方、ぜひご参加ください。 
日 時：７月２５日（土） １３：３０～１６：００ 
場 所：富山県総合福祉会館（サンシップとやま）６階６０１号室 
定 員：４０名（先着順） 
講 師：第１部 老田 靖男さん（県男女参画・ボランティア課主任） 
    第２部 池田 信正さん（ＮＰＯ法人ネットワークアシストたかおか 愛 eye（あいあい）プロジェクト及び地域プロジェクトスタッフ） 

高松 朱音さん（水橋ミニクラブ「アドベンチャーじょうじょう」代表） 
講座終了後、１時間程度の交流会を予定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

第１回マネジメント研修「ＮＰＯの組織運営のポイント－人が集まる組織とするために－」 
ＮＰＯが事業を継続していくには、しっかりした組織運営が必要です。ＮＰＯの組織運営に必要な基本的事項、ポ
イントなどについて学びます。まだ定員に若干の余裕があります。多くのみなさんの参加をお願いします。 
日時：７月３１日（金） １３：３０～１６：３０ 
場所：富山県総合福祉会館（サンシップ） ７階７０１号室 
定員：４０名（先着順）（申込期限７月１７日）  参加費：１，０００円 
講師：Ｖ・マネジメント 代表 松本修一氏（全国的にＮＰＯ支援センター等で講師として活躍中） 
 
第 ２回マネジメント研修「ＮＰＯのためのリスクマネジメント（仮称）」 

ＮＰＯにもリスクはつきもの。ＮＰＯにおける危機管理について学びます。（現段階では詳細は未確定。） 
日時：９月２９日（火） １３：３０～１６：３０ 
場所：富山県総合福祉会館（サンシップ） 
定員、参加費、申込期限等は未定。 
講師：ＮＰＯリスク・マネジメント・オフィス 代表 中原美香氏 

＜ＮＰＯに関する講座・研修会・助成金等情報の一元化について＞  

県内で実施されるＮＰＯに関する講座・研修会の情報や、ＮＰＯ支援のための助成金の情報などを集約して

広く周知してもらいたいとの要望にこたえ、県、市町村、社会福祉協議会及び当支援センターが実施するそれ

らの情報を、当支援センターのＨＰに掲載いたしました。ご活用ください。 
 

 

 

お問い合せ先 

富山県民ボランティア総合支援センター   〒 930-0094 富山市安住町 5-21 富山県総合福祉会館内 

℡ 076-432-2987 fax076-432-2988 

URL http://www.toyamav.net/ 

E-Mail info@toyamav.net 

６ 
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