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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ています。
去る 9 月 30 日（金）には、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。
今月１４日（金）にはサンシップとやまで式典を開催し、表彰、大会アピール宣言、講演会等を開催しました。また、
今月末の２９日（土）にはグランドプラザで、富山県民ボランティア・ＮＰＯ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され、１０月１４日（金）の第 28 回富山県民ボランティア・ＮＰＯ大会式典で表彰式を
執り行いました。受彰された皆様、改めて、おめでとうございます。

会長表彰（個人）
氏
名
小池 眞実子
木戸 律子
板倉 利明
恒川 正直
山口 信子
稲垣 順子
森
幸 子
中村 嗣男
中井 奈津子
浅谷 康夫
西元 幸子
林
國 夫
喜多 加奈子
西田 一美
城寳 喜美栄
長田 春江
堀川 克子
佐々木 悦子
小竹 國子
羽柴 悦子

会長表彰（団体）
住 所
富山市
富山市
富山市
富山市
富山市
富山市
富山市
高岡市
高岡市
砺波市
砺波市
砺波市
小矢部市
南砺市
南砺市
南砺市
射水市
射水市
射水市
上市町

団 体 名
富山パイロットクラブ
アイサポートＫｉｒａｒａ
子育てサークル メープルシロップ
特定非営利活動法人 富山観光創造会議
特定非営利活動法人 富山カウンセリングセンター
町なみを考える藤グループ
新川相撲甚句会
荻生地区ボランティア部会
前沢地区ボランティア部会
特定非営利活動法人 八代地域活性化協議会
あすなろ会
特定非営利活動法人 富山の名水を守る会
立山おはなしの会

所在地
富山市
富山市
富山市
富山市
富山市
高岡市
魚津市
黒部市
黒部市
氷見市
南砺市
射水市
立山町

団体奨励賞
団 体 名
特定非営利活動法人 地域学習プラットフォーム研究会
特定非営利活動法人 ベビーシッターサービス
なぁーにー・ママ

所在地
富山市
富山市

寄付感謝状
寄 付 者 名
岡崎 佐智子
今坂 史子
村田 仁奈
株式会社 タカギコ
ーポレーション

所在地
富山市
富山市
東京都
富山市

寄付対象団体
特定非営利活動法人
ﾋﾟｰｽ･ｱﾆﾏﾙｽﾞ･ﾎｰﾑ

寄 付 者 名
株式会社 源
株式会社 富山県義肢製作所
株式会社 大阪屋ショップ
岩河剛税理士事務所

所在地
富山市
富山市
富山市
富山市

寄付対象団体
富山パイロットクラブ

○

作品展示・販売コーナー（フロアで、各団体の作品等の展示と販売をします。）

No.

団体名

活動

展示等の内容

1

NPO 法人あかりハウス

障がいを持つ人たちが地域で自立した生活
ができるよう支援事業等を実施しています。

障がいを持った人たちが作った親しまれたクッキ
ーや和菓子を味わってみませんか。

2

NPO 法人コーポラティブハウス木の実
デイサービス木の実

障がい者、認知症の高齢者も含めたデイサ
ービスや地域社会参加活動をしています。

活動の中で作ったクッキーや焼菓子を販売しま
す。

3

NPO 法人ワン・ファーム・ランド

障がい者福祉と地域貢献をメインテーマに活
動しています。

障がいのある方々と作った農薬を使わない自然な
野菜を販売します。

4

ＮＰＯ法人教育研究所
宇奈月自立塾

ひきこもり脱出や中間的就労の支援などによ
る自立支援をしています。

自立塾寮生達の日常生活のパネル展示と皆で作
った小物を販売します。

5

NPO 法人すずかぜ工房

手作りのせっけんを通して障がい者の方々
の社会的自立を応援しています。

障がいのある方々と作った「自然派石鹸」や「色鮮
やかで楽しいアートソープ」を販売します。

6

NPO 法人自立生活支援センター富山
富山生きる場センター

障がいを持った人たちで印刷業務の他、仕事
の合間に描いた絵を販売しています。

障がいをもつ人達が描いた作品を販売します。

7

ＮＰＯ法人富山ダルクリカバリークルーズ

薬物及びアルコール依存症からの回復と社
会的自立を支援しています。

社会的自立を目指した、薬物を使わない生き方の
プログラムを実践している活動を紹介します。

8

富山三つ星山の会

健常者も障がい者も同じ自然を楽しむ仲間ー
として協働参画している団体です。

障がい者アウトドア活動支援の紹介・体験及びバ
ザー品等を販売します。

9

ハンドメイドボランティア
ポコ・ア・ポコ

不要となった毛糸などでひざ掛け、手袋など
を製作し、福祉施設などに寄付しています。

ボランティアで製作したひざ掛けなど手芸品（編
物、布小物など）を販売します。

10

ＮＰＯ法人難病ネットワークとやま
ワークスペース・ライヴ

難病患者・健常者が集まり、手作り小物を自
分たちで企画・製作しています。

手作りの手工芸品を販売します。

11

シエラレオネの子供を支える会 富山

シエラレオネ（西アフリカの最貧国の１つ）の
学校へ衣服・文具等の支援をしています。

手作り作品・提供品・自家の秋くだもの等を販売し
ます。

12

NPO 法人 小島バラ会

バラの栽培や各種教室の開催を通して、住
民交流や美しい街づくりを進めています。

バラの花を使ったフラワーアレンジや小物を販売
します。

13

富山県婦人会

女性の教育及び地位の向上と地域社会進展
のための活動をしています。

遊休品バザー、手作り品等の販売をします。

14

（一般財団）メイク・ア・ウィッシュ オブ
ジャパン 北陸支部

難病を抱える子供たちの夢をかなえるお手伝
いをしています。

オリジナルグッズ（ミニタオル・T シャツ等）の販売、
広報活動等をします。

○
No.

活動紹介コーナー（フロアで、各団体の日頃の活動を紹介します。）
活動

展示等の内容

富山県・市町村社会福祉協議会
（ボランティアセンター）

ボランティアに関する相談・支援・研修・情報
提供やネットワークづくり等を行っています。

県内小・中学校の児童・生徒やボランティア団体・
NPO 団体等の活動を紹介します。

17

NPO 法人コーポラティブハウス木の実
「木の実応援団」

デイサービス木の実の家族等で認知症ケア
の勉強会などを行っています。

介護者やサポーターに向けた認知症ケア勉強会
を紹介します。

18

NPO 法人とちのみ支援会

身体介護・生活援助や保健・福祉講習会の
ほか子どもの健全育成を進めています。

パネル展示により、団体の活動を紹介します。

19

NPO 法人フードバンクとやま

食や人の大切さ、地球環境の大切さを考え、
食と人とをつなげる活動をしています。

もったいない食品を有効に活用し環境と福祉に役
立つフードバンクとやまの活動を紹介します。

20

病院ボランティアすずらん

高岡市民病院で受付介助、院内誘導、電話
取次等のボランティア活動を行っています。

病院での車椅子介助、再診や入院患者さんの訪
問などの支援を紹介します。

21

NPO 法人富山県腎友会

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。

腎友会の活動紹介や、臓器提供意思表示に関す
るリーフレットの配布を行います。

22

青年海外協力隊 富山県 OB 会

青年海外協力隊ＯＢで経験を活かした社会
還元活動、協力隊事業の紹介をしています。

協力隊事業の紹介と応募相談及び OB 会活動を
紹介します

23

NPO 法人立山自然保護ネットワーク

立山連峰で動植物等の調査研究や環境整
備事業等の活動をしています。

呉羽の森—いきものたちのくらしを紹介します

24

とやまチャイルドライン

他人と上手くつながることのできない子どもに
電話でつながる居場所を作っています。

活動紹介とともに、電話番号を記載したチャイルド
ライン・カードの配布等を行います。

15
16

団体名

○

体験コーナー（プラザフロアで、各団体の活動の体験ができます。）

No.

団体名

活動

展示等の内容

25

Toyama Juggling Circle

高岡市や射水市をメインに、土日にジャクリ
ングやマジックを披露しています。

子どもたちを対象にジャグリングやマジックを紹介
とその体験です。

26

NPO 法人
地域学習プラットフォーム研究会

ＩＣＴを利用した学習プラットフォームの研究と
実践を行っています。

元気高齢者活動と子供達の手仕事学習をタブレッ
トを用いて体験し、その紹介をします。

27

富山インターネット市民塾推進協議会

誰もが講座やサークルを開くことができるイン
ターネットを運営しています。

市民塾の活動や講座の体験とシルバー情報サポ
ーター活動紹介や開講相談をします。

28

視覚障害者ＩＴサポートとやま
（Bits とやま）

パソコンの指導を通じ、視覚障害者の情報バ
リアフリーを支援するボランティア団体です。

音声パソコン・アイパッドと点字の体験です。

29

富山盲ろう者友の会

目と耳の両方に障害のある盲ろう者の自立と
社会参加の促進の支援活動をしています。

指点字の体験をしてもらうとともに、盲ろう相談を
行います。

30

点訳 コスモスの会

一般蔵書や時刻表、料理のレシピなどの点
訳のボランティア活動をしています。

点字の仕組みを知り、点字板やパソコン点訳ソフ
トを使用した点字体験です。

31

日本ピア・カウンセラー協会

悩みなどを持つ相談者に同じ経験を持つ会
員が仲間としてカウンセリングをしています。

ピア・カウンセリングとミニ臨床美術の体験です。

32

NPO 法人セラピー犬 TOYAMA

セラピー犬を通じて、子供、お年より、障害者
とのコミュニケーションづくりを行っています。

セラピー犬とのふれあい体験と活動紹介をしま
す。

33

一般社団法人富山県児童クラブ連合会

児童の健全育成と児童クラブ活動の充実を
図り、地域振興を進めています。

小さなお子様にも出来る日用品を使ったおもちゃ
作りの体験です。

34

国立立山青少年自然の家

自然の中、集団宿泊生活で情操や社会性を
豊かにするなど少年育成活動をしています。

ウッディークラフトや木片やプレートに絵描いてス
トラップやペンダント作りの体験です。

35

一般社団法人ガールスカウト富山県連盟

教育の 3 つのポイントふれながら自然に資
質、能力を高めていく活動をしています。

エコクラフトの作成体験やクイズをお出しします。

○
No.
36

○

飲食コーナー（フロアで、軽食を提供しています。）
団体名
NPO 法人やすらぎ

活動

展示等の内容

精神に障害を持った人が、地域での地域生
活支援や社会復帰・参加を支援しています。

うどん・そばの販売をします。

ステージ発表（プログラム）
団体名

発表内容

発表時間

オープニングステージ バトンスタジオ Twinkle

キッズバトン

10：00〜10：15

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

10：15〜10：40

Toyama Juggling Circle

ジャグリングとマジックのパフォーマンス

10：40〜11：05

病院ボランティアすずらん

津軽三味線とマジックショー

11：05〜11：30

新舞踊 八重桜

富山にまつわる歌謡舞踊

11：30〜11：55

NPO 法人 富山県腎友会

活動紹介・プレゼンテーション

11：55〜12：20

華くれない

フラダンス

13：25〜13：50

ハーモニカアンサンブル パープル＆ハイタッチ

ハーモニカアンサンブル

13：50〜14：15

富山県 男女参画・県民協働課

県民協働事業の紹介（なんと里山なりわい塾、富山を世界にプレゼンする会）

14：15〜14：40

あいの風ステップ 21（NPO 法人ステップ 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

14：40〜15：05

フードバンクとやま

活動紹介、お米ありがとう体操

15：05〜15：30

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

いろんなボランティア団体、ＮＰＯが集まります。

是非 お越し下さい。

※当日の出展団体及び発表プログラムは、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活動支援助成金（第 1 回）の決定について
去る 8 月に、次の 4 団体に助成金（300 千円）の決定をしました。詳細については、支援センター
のＨＰをご覧ください。
①ＮＰＯ法人プラスワン（７２千円）
、②ＮＰＯ法人とやまホーム管理サービス（１００千円）
③ＮＰＯ法人ＧＰネットワーク（７８千円）
、
④ボランティア団体ウィメンズカウンセリング富山（５０千円）

●ＮＰＯ活動支援助成金（第 2 回）の募集予定について
平成 29 年 3 月以降の事業について、来月 11 月から助成金総額 30 万円で募集する予定です。事業計画
のある団体は、応募のご検討をお願いします。

●「ＮＰＯ法人会計・税務事務相談会」（個別相談会）を開催します●
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。（相談は１時間程度）
講

師：北陸税理士会所属の税理士
高岡会場
富山会場

魚津会場

定 員：３～４団体程度（先着順）

参加費：無 料

日 時：１１月９日（水） １３：３０～１６：3０
申込締切：１１月２日（水）
場 所：高岡市生涯学習センター５０２号室（ウイング・ウイング高岡 高岡市末広町 1-7）
日 時：① １１月１０日（木） ② １２月１日（木） １３：３０～１６：3０
場 所：富山県総合福祉会館（サンシップとやま）３階 交流会議室
申込締切：① １１月２日（水） ② １１月２４日（木）
日 時：１２月８日（木） １３：３０～１６：3０
申込締切：１１月３０日（水）
場 所：富山県魚津総合庁舎４０４号室（魚津市新宿 10-7）

●NPO 実務講座（コミュニティビジネス）を開催します●
日
場
対
定

時：１１月１１日（水） １３：３０～１６：００
所：富山県総合福祉会館（サンシップとやま）７階 ７０１号室
講 師：永沢 映さん
象：ＮＰＯの組織運営に携わっている方、コミュニティビジネスに関心のある方など
員：３０名（先着順）
申込締切：１０月３１日（月）
参加費：無 料

●「ＮＰＯ法人設立基礎講座・相談会」を開催します●
日
講
場
定

時：１１月３０日（水） １３：３０～１５：３０
師：富山県男女参画・県民協働課職員、NPO 法人アポロン
所：富山県総合福祉会館（サンシップとやま）３階 交流会議室
員：１０名（先着順）
申込締切：１１月２１日（月）

参加費：無 料

●「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～」を開催します●
日
場
定

時：１２月１４日（水） １３：３０～１６：3０ 講 師：社会保険労務士 岩峅 勲 さん
所：富山県総合福祉会館（サンシップとやま）７階 ７０３号室
員：１５名（先着順）
申込締切：１２月７日（水）
参加費：無 料

【お問合せ・お申込先】

富山県民ボランティア総合支援センター

TEL：076-432-2987

URL：http://www.toyamav.net/

E-mail：info@toyamav.net

