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氏 名 住 所  団 体 名 所在地 
水谷 一子 富山市  一般社団法人 インドネシア教育振興会 富山市 
高野 美紀子 富山市  なかよし会 富山市 
江本 誠 富山市  富山市立図書館よみきかせの会 富山市 
川添 昌子 富山市  高岡市民会館ホールサポーターの会「パープル」 高岡市 
小柴 春枝 富山市  高岡市観光ボランティアガイド保与の会 高岡市 
能松 正子 高岡市  観光ボランティアガイド「やまたちばな」 高岡市 
大越 幸子 高岡市  魚津観光ボランティアじゃんとこい 魚津市 
桜井 則子 高岡市  おはなしの会おとぎの森 魚津市 
川南 章太郎 砺波市  魚津市立東部中学校生徒会 魚津市 
大浦 正子 砺波市  卑弥呼くろべ 黒部市 
石黒 イツ子 小矢部市  田家地区ボランティア部会 黒部市 
田川 春朗 小矢部市  ＴＯＭＯＮＩ 砺波市 
中川 五月 南砺市  病院ボランティア「温もりの会」 上市町 
中村 美惠子 南砺市  あさひガイドグループ 朝日市 
飯田 良智 射水市    
坂田 博 射水市    
広田 澄子 射水市    
米井 満知子 上市町    

 
 

 

団 体 名 所在地  寄附者名 所在地 寄附対象団体 
ＮＰＯ法人障害者ｱｰﾄ支援工房ココペリ 富山市  川口 明美 高岡市 ＮＰＯ法人とやまﾎｰﾑ管理ｻｰﾋﾞｽ 
ＮＰＯ法人青少年育成ﾈｯﾄﾜｰｸ･ｳｨﾝｸﾞ 富山市  株式会社ヒラキストア 高岡市 ＮＰＯ法人買物くらし応援団 
ＮＰＯ法人こば 富山市     
茶道ボランティア「ふじの会」 高岡市     
花の森・天神山ガーデン 魚津市     
おもちゃ病院 射水市     

ボランティア活動推進富山県民会議（会長 髙木繁雄）では、心豊かでふれ

あいのある地域社会づくりを進めるため、本年も１０月を「ボランティア活動強

調月間」として、「広げようボランティアの輪」をスローガンに、重点的にボラン

ティア活動の普及と推進を図るための広報活動等を実施します。 

１０月１日（木）、富山駅前周辺で、県民会議関係者等が参加して、街頭啓発活

動を行いました。 

また、今月１０日（土）にはサンシップとやまで、３１日（土）にはグランドプラザ

で、富山県民ボランティア・ＮＰＯ大会（フェスティバル）を開催しますので、是非

ご来場ください。（参加団体等は２，３ページ） 

ボランティア活動推進富山県民会議では、ボランティア活動の普及推進に資することを目的として、様々な分野

で多年にわたりボランティア活動の実践を通じ社会貢献をしている団体並びに個人の表彰を行っています。 

今年度の受彰者が次のとおり決定いたしました。表彰式は、１０月１０日（土）１３時３０分から開催の第２７回富山県民

ボランティア・ＮＰＯ大会式典に併せて行います。 

個人 団体 

団体奨励賞 寄付感謝状 



 

 

■10/10（土） サンシップとやま 体験・物販・展示コーナー（２階県民サロン） 

コーナー 団体名 分野 内容 

活動紹介 

・展示 

県・市町村ボランティアセンター 福祉 ボランティア活動を紹介します 

フードバンクとやま 福祉 富山でフードバンク活動をする団体です 

富山カウンセリングセンター 福祉 富山カウンセリングセンター活動内容について紹介します 

ストップ性暴力ネットワーク富山 Let’s Voice 福祉 性暴力の被害の現状とその理解を深める活動を行っています 

ガールスカウト富山県連盟   子ども 楽しいことがいっぱい。私たちといっしょに活動しよう！ 

とやまチャイルドライン愛ランド 子ども 「電話でつながる心の居場所」とやまチャイルドライン 

線維筋痛症 北陸患者会 虹の架橋 医療 線維筋痛症の説明と、本会の活動を紹介します 

活動体験 富山県児童クラブ連合会 子ども 「遊び体験」で「生活技術」と「生き抜く力」を強化します 

作品展示 

・販売 

富山ダルクリカバリークルーズ 福祉 無農薬野菜の販売、活動内容のブースでの放映をします 

ハンドメイドボランティア ポコ・ア・ポコ 福祉 手芸品（布小物、編み物など）を販売します 

ゆうきの会 おやべ 福祉 障害者の自立支援・理解促進・交流事業を目的として活動しています 

ゆめさぽーと らいちょう 福祉 心のケアを必要とする人たちと一緒に作った手作品です 

■10/10（土） サンシップとやま ワークショップ（６・７階） 

場所 団体名 内容 

６階  ６０１ 線維筋痛症 北陸患者会 虹の架橋 
「痛み患者の生活の工夫」実際に使っている道具を紹介します 

■開催時間／１0：３０-１２：００ 

７階  ７０１ 立山自然保護ネットワーク 
自然保護講座「立山の樹木の年輪幅から見えてきたこと」 

■開場／１２：３０   ■開催時間／１３：００～１４：００ 

７階  ７０４ 地域福祉協会 
出前県庁しごと談義「花と緑の地域づくり」 

■開催時間／１０：００-１１：００ 

■10/31（土） グランドプラザ 体験・物販・展示・飲食コーナー 

コーナー 団体名 分野 内容 

活動紹介 

・展示 

とやま成年後見人協会 福祉 成年後見制度全般に関する説明および相談をお受けします 

とちのみ支援会 福祉 健康講座、ボランティアでのマッサージを紹介します 

ストップ性暴力ネットワーク富山 Let's Voice 福祉 性暴力被害の現状とその理解を深める活動を行っています 

富山県腎友会 医療 透析患者を中心とする腎臓病患者が集まって活動する患者会です 

病院ボランティアすずらん 医療 
高岡市民病院受付介助、誘導他、入院患者へマジック等を披露していま

す 

とやまチャイルドライン愛ランド 子ども 「電話でつながる心の居場所」とやまチャイルドライン 

神通川源流文化と自然体験の風実行委員会 子ども 神通川上流と河口の岩瀬地区の子供達の交流の様子を紹介します 

フードバンクとやま 福祉 富山でフードバンク活動をする団体です 

青年海外協力隊 富山県 OB会 国際 青年海外協力隊についてのご案内とＯＢ会の活動を紹介します 

富山県ナチュラリスト協会 環境 富山県ナチュラリスト協会の活動、あゆみ等を紹介します 

富山国際大学ボランティア部 学生 地域のボランティア活動の計画・実施等を行っています 

活動体験 

創作紙風船倶楽部 生涯学習 わかり易いリサイクル紙風船の作り方教えます 体験して下さい 

日本ピア・カウンセラー協会 福祉 ピア・カウンセリングとミニ臨床美術を実施します 

立山自然保護ネットワーク 環境 

 

自然の不思議-身近な生き物たちに触れてみよう 

富山市おもちゃ病院 子ども 富山市ボランティアセンターでおもちゃ病院を開いています 

地域学習プラットフォーム研究会 生涯学習 シルバー情報サポータ活動。ＩＣＴを楽しむめだかの学校です 

 



 

■10/31（土） グランドプラザ 体験・物販・展示・飲食コーナー（つづき） 

コーナー 団体名 分野 内容 

活動体験 

富山インターネット市民塾推進協議会 生涯学習 市民講師のデビューを応援する市民塾の活動を紹介します 

視覚障害者ＩＴサポートとやま（Ｂｉｔｓとやま） 福祉 音声パソコン・アイパッド体験と点字の体験です 

富山盲ろう者友の会 福祉 目と耳の両方に障害を持つ「盲ろう者」を支援する団体です 

点訳 コスモスの会 福祉 点字とは？ 点字器及びＰＣで点字を体験しましょう 

メイクボランティアとやまカラーの会 福祉 簡単なハンドマッサージ及びメイクを体験していただきます 

作品展示 

・販売 

あかりハウス 福祉 カラダに優しい材料で一つ一つ丁寧に作った焼き菓子です 

憩いの家 福祉 心をこめて作りました。高岡で人気の手作りコロッケです 

えいぶる 福祉 こだわり卵の焼き菓子と新鮮野菜、ハワイアン雑貨のお店です 

おわらの里 福祉 八尾産桑葉を素材に八尾ならではのおいしいものを提供します 

Jam 福祉 高岡にある、ハンデのある方の自立を支援する福祉事業所です 

すずかぜ工房 福祉 環境に優しい手作り石鹸を販売しています 

富山生きる場センター 福祉 障害をもつ人たちが作った葉書やシールを販売しています 

富山ダルクリカバリークルーズ 福祉 無農薬野菜の販売、活動内容のブースでの放映をしています 

富山三つ星山の会 福祉 
障がい者アウトドア活動支援のバザー品販売及び紹介パネル展示コー

ナーです 

難病ネットワークとやま 福祉 若年難病患者の為の居場所として、生活自立支援をしています 

ハンドメイドボランティア ポコ・ア・ポコ 福祉 手芸品（布小物、編み物など）の販売 

ワン・ファーム・ランド 福祉 障害者さんの就労と生活の支援をしているＢ型事業所です 

シエラレオネの子供を支える会・富山 国際 貧しく食べれない学べない子供達を支えて下さい 

Toyama Juggling Circle 子ども 

 

子どもたちを対象にジャグリングやマジックを紹介します 

（一財）メイク・ア・ウィッシュ オブ ジャパン 子ども 

 

難病の子どもの夢をかなえるお手伝いをしている団体です 

小島バラ会 地域 たのしく、心豊かにバラづくり、街づくりを行っています 

富山県婦人会 地域 遊休品バザー、エコクラフトや草花苗の販売をしています 

飲食 
やすらぎ 

 

福祉 うどん・そば・ホットドッグの販売をします 

富山商工会議所 青年部 地域 加賀野菜の五郎島金時を使い、濃厚で深みのある金沢カレーです 

■10/31（土） グランドプラザ ステージ発表 

団体名 プログラム 発表時間 

 オープニングステージ 少年少女合唱団 サンフラワー キッズコーラスパフォーマンス 

 

10：00〜10：15 

フードバンクとやま 活動紹介、お米ありがとう体操 10：15〜10：40 

富山県 男女参画・県民協働課 新幹線開業県民協働事業の紹介 10：40〜11：05 

病院ボランティアすずらん マジックショー 11：05〜11：30 

新舞踊 八重桜 富山にまつわる歌謡舞踊 11：30〜12：00 

パープル＆ハイタッチ ハーモニカアンサンブル 12：40〜13：05 

富山ダルクリカバリークルーズ 岩瀬太鼓「海岸組」の太鼓演奏 13：05〜13：30 

Toyama Juggling Circle Mr.Norickのジャグリングショー 13：30〜13：55 

富山県腎友会 活動紹介・プレゼンテーション 13：55〜14：20 

華くれない フラダンス 14：20〜14：45 

あいの風ステップ 21（ステップ 21富山支部） オリジナル用具を使ったリズム体操やダンスの紹介 14：45〜15：15 

富山三つ星山の会 盲目のプロピアニスト「YOUTA」演奏・コーラス発表 15：３0〜15：55 

 
※当日のプログラムは都合により一部変更になる場合がありますので、ご了承願います。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ＮＰＯ会計税務基礎講座 開催 
7 月 3 日（金）より 5 回にわたりＮＰＯ会計税務基礎講座

を開催しました。講師に公認会計士・税理士の千田篤先生を

お迎えし、仕訳から税の申告書作成までの流れなど例題をも

とに学びました。 

受講された方の感想は 

「経理はまったくの素人の私にも一通りの流れがわかった。」 

「新しい課題に入る前に前回まで学んだことを整理して頂け

たので、つまづくことなく進むことができた。」 

など好評でした。 

今後の会計税務に役立てていただければと思います。 

■ボランティア・NPOミーティング 開催 
９月２日（水）、ボランティア・NPO の方と県、支援センターとの意見交換会をサンシップとやまで開催

しました。 

支援センター及び県から事業内容、実施状況について説明を行った後、意見交換を行いました。 

参加団体から、活動状況や現在抱えている課題を報告いただき、支援センターへの要望等についても意

見をいただきました。また、各参加団体がお互いに日頃の課題についてどのように組織運営しているか質

問したり、意見を聞いたりと交流を深めてもらいました。 

※その他、以下の講座・相談会を開催しました。 
◇ ７月３１日（金）ＮＰＯ実務講座 ＮＰＯのリスクマネジメント 

◇ ９月１０日（木）税理士によるＮＰＯ法人の会計・税務事務相談会 

◇ ９月１１日（水）労務管理基礎講座～労働保険・社会保険の手続きと労務管理～ 

■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     

TEL：076-432-2987  FAX：076-432-2988       

URL：http://www.toyamav.net/  E-mail：info@toyamav.net 

●税理士による ＮＰＯ法人会計・税務事務相談会● 

ＮＰＯ法人の会計・税務事務の個別相談会です。 

事前に申し込みが必要です。（相談時間は１時間程度） 

■富山会場 

日  時：１１／５（木）１３：３０～１６：３０ 

場  所：富山県総合福祉会館（ｻﾝｼｯﾌﾟとやま）3F 交流会議室 
締  切：１０／２８（水） 
■高岡会場 

日  時：１１／１２（木）１３：３０～１６：３０ 

場  所：富山県高岡総合庁舎・分館２０１号室 
締  切：１１／５（木） 
 
講  師：北陸税理士会所属の税理士  相談料 ：無料 
募  集：各会場３～４団体程度（先着順） 

持参品 ：団体の会計書類（決算書等）、電卓、筆記用具 

※今後の予定【富山会場】１２月２日（水）、１月１４日（木） 

      【魚津会場】１２月３日（木） 

      【砺波会場】１月１３日（水） 

●ＮＰＯ法人設立基礎講座・相談会● 

ＮＰＯ法人の立ち上げ等について、少人数での 

講習会・相談会を開催します。 

■富山地区 

日時：１１／１５（日）１４：００～１６：００ 

場所：富山県民会館 6F ６０８号室 
定員：１０名（先着順） 
内容： 
① ＮＰＯ法人のメリットなど 
② ＮＰＯ法人の設立や認証手続きについて 
③ 実際に立ち上げを経験した方の経験談 
④ ＮＰＯ法人の設立などについての相談 

講師：富山県男女参画・県民協働課課員 
   NPO 法人とやまﾎｰﾑ管理ｻｰﾋﾞｽ理事長 

締切：１１／６（金） 

※今後の予定【砺波会場】１１月２９日（日） 

      【高岡会場】１２月以降 

      【新川地区】１２月以降 

 


