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発行：富山県民ボランティア総合支援センター

去る６月１２日（水）
、富山県民会館で『平成３０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、１０月に「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
ンとした啓発キャンペーン、県民やボランティア・ＮＰＯ関係者が集う第３０回富山県民ボランティア・Ｎ
ＰＯ大会を１０月１０日（金）富山県総合福祉会館、２０日（土）総曲輪グランドプラザの２日間実施のほ
か、
基盤の弱いボランティア・ＮＰＯの支援のため、寄付金による助成事業の継続等を
決めました。
併せて開催した『ボランティア総合支援センター通常総会』では、平成２９年度
事業報告・活動計算、平成３０年度事業計画・活動予算などが承認されました。

10 月の「ボランティア活動強調月間」に、県民にボランティア活動をより身近に感じてもらい、活動参加を
促すとともに様々な分野で活動しているボランティア・ＮＰＯ関係者が参集し、より一層の連携と意識の向上を
図るため、引き続き標記大会を開催します。概要は以下のとおりです。
現在、大会に参加していただける団体等を募集中です！多くの団体の参加をお待ちしております。

・式 典：ボランティア活動に貢献した個人・
団体の表彰
・講演会：講師 堀尾 正明さん
（フリーキャスター、
元 NHK ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞｱﾅｳﾝｻｰ）

■対象団体

・パネル展示による団体・活動紹介
・活動体験（ミニワークショップ等）
・ステージ発表 ・作品等販売
・バルーンアートショー
・飲食コーナー

富山県内及び隣県に本拠地を持ち活動しているボランティア
団体・NPO 法人、社会福祉法人、その他ボランティア・
NPO 活動普及推進団体（法人格の有無を問いません。
）

■募集内容

（１）パネル展示による団体・活動紹介
（２）活動体験（ミニワークショップ等）
（３）作品などの販売（フリーマーケット） （４）調理を必要とする飲食物の販売
（５）ステージでの活動発表

■応募締切

７月 9 日（月）

※詳細は、募集チラシ、支援センターＨＰ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、ボランティア活動に永年にわたって尽力しその功績が顕著である個
人、企業等（企業又は従業員組織をいう。以下同じ）又は団体の表彰を、また一定額以上の寄付をした個人、企
業等又は団体への感謝状の贈呈を行っています。
今回は第 30 回という節目の年を迎えます。これを記念して表彰数を増やし、県民の皆様のボランティア意識
の高揚と活動への参加促進に努めたいと考えています。
優良な活動を継続している個人、企業等又は団体の関係者、寄付金を受けた団体等におかれては、この機会に
是非、候補者の推薦をお願いします。
推薦書等の詳細につきましては、当センターへご連絡頂くか、ホームページに掲載しておりますのでご覧ください。
なお、10 月 10 日（水）第 30 回富山県民ボランティア・NPO 大会において表彰式を行います。

推薦書提出期限 平成３０年７月 13 日（金）／ 推薦先 富山県民ボランティア総合支援センター
区
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会長表彰

現にボランティア活動や社会貢献活動の実践者で 10 年以上にわ
たり活動を続け、その活動が優良で他の模範となる個人、企業等
又は団体

※関係団体の代表者

奨励賞

現にボランティア活動や社会貢献活動の実践者で 5 年以上にわた
り活動を続け、その活動が優良で他の模範となる企業等又は団体

※関係団体の代表者

感謝状

県内で非営利の社会貢献活動を行うボランティア団体、市民活動
団体およびＮＰＯ法人に対して
・５万円以上の寄付を行った個人
・10 万円以上の寄付を行った企業等又は団体
※寄付金額は複数年の累計でかまいません。

寄付を受けた団体代表者

※企業の社会貢献活動に関する会長表彰、奨励賞については、商工会議所・商工会等関係団体を経由することを条件
に、自ら応募することができます。

✿募集内容：ボランティア・ＮＰＯ活動に関することや、活動されている方への「一言メッセージ」
（50 字以内）
や、
「川柳」
（5・7・5）を募集します。
✿応募対象：県内に在住の方又は通勤・通学あるいはボランティア活動をしている方。
✿応募方法：応募用紙に必要事項を記入の上、郵送または FAX でご応募ください。応募用紙は支援センターホ
ームページに掲載しています。 ※応募作品は未発表で自作のものに限ります。
✿作品展示：10 月 10 日の県総合福祉会館、20 日のグランドプラザで開催するボランティア・NPO 大会で、
ご応募のあった作品を原則展示する予定です。
また両日とも、会場で共感を受けた、感銘した作品の投票を行います。この投票で得票の多かっ
た作品（３点程度）には、その応募者に記念品として図書券等をお贈りします。
※なお、本県民会議の趣旨、フェスティバルの目的を逸脱したものは展示しない場合があります。
✿その他： 作品の著作権は、ボランティア活動推進富山県民会議に帰属するものとします。作品は、ボランテ
ィア・ＮＰＯ活動の普及啓発に活用させていただきます。

○とやま県民協働未来創生事業を募集します〇
【内

容】

富山県では、県内のボランティア団体等が他の団体、自治振興会、企業等と協働し、新たな
発想で地域活性化を図る事業に対して支援します。

【対象団体】

富山県内の地域で活動している団体等（ボランティア団体・サークル等）

【補 助 率】 2/3（ＮＰＯ法人、ボランティア団体、市民活動団体）

1/2（左記以外の非営利団体）

【補 助 額】

１件あたり 30 万円まで（ただし知事が特別に認める場合は 50 万円まで）

【採択件数】

４件程度

【募集期間】

平成 30 年６月 25 日（月）～８月 24 日（金）

※交付要綱・募集要領は、少子化対策・県民活躍課のホームページをご覧ください。

お申込・問合せ先

富山県 総合政策局
TEL：076-444-9012

少子化対策・県民活躍課（〒930-8501 富山市新総曲輪 1-7）
FAX：076-444-3479

🌻富山県民 NPO 活動支援ファンドへの寄付金募集🌻
県内の NPO 法人、ボランティア団体の活動支援のため、多くの皆さまから、あたたかいお気持ちを
お寄せいただきありがとうございました。現在、助成金事業・活動の追加募集を実施中です。今後も
さらに拡大して支援を行ってまいりたいと思いますので、皆様のご芳志をお願いいたします。
✿本ファンドの寄付は、寄付控除の対象となっています✿

団体名

代表者

とやま CLP
ネットワーク

野口

ユウタウン
プロジェクト

長谷川

誠

哲

住

所

活動内容

（概要）

認証日

富山市杉谷
２６３０番地

この法人は、富山医療圏の口腔・顎・顔面領域の疾患を持つ
患者とその家族を対象とした、治療に関する情報提供や心理
的サポートを目的とする。また、海外（特にインドネシア共
和国）において経済的な理由で治療や手術が行えず障害に苦
しむ人々への医療援助等、国際社会に貢献することを目的と
する。

H30.3.29

富山市総曲輪
三丁目 9 番 1 号

この法人は、広く市民に対して、まちなか活性化に関する事
業を行い、地域の賑わい創出に寄与することを目的とする。

H30.3.9

この法人は、心理学を学ぶ人、心理的援助を必要とする人に
対して、心理学の知識、情報の提供、心理的自立支援に関す
る事業を行い、心の健康づくりを通して地域保持増進に寄与
することを目的とする。

H30.4.23

りばてぃー
One

坂本

美奈子

射水市小林
517 番地１
ｲﾐｽﾞﾊｲﾂ 101 号室

太田ひまわり

稲荷

護

富山市太田
２１３番地

この法人は、障害者に対して、日常生活や社会生活を支援す
る事業を行い、障害を抱える人たちの福祉の増進に寄与する
ことを目的とする。

H30.4.27

稲賢

富山市八尾町
下新町
２０６番地３

この法人は、全国および富山県内の障がい者や高齢者に対し
て、広く富山県の観光と福祉に関する事業を行い、県内観光
地の活性化と障がい者や高齢者の自立と福祉に寄与するこ
とを目的とする。

H30.5.8

富山
ユニバーサル
ツーリズムセ
ンター

今里

●「第 2 回ＮＰＯ法人設立基礎講座・相談会」を開催します●
日 時：９月 7 日（金）

１３：３０～１５：３０

講 師：富山県少子化対策・県民活躍課職員、
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

定 員：１０名
申込締切：８月 29 日（水）

参加費：無

料

●「第 3 回ＮＰＯ法人会計・税務事務相談会」（個別相談会）を開催します●
日 時：9 月 6 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

講 師：北陸税理士会所属の税理士
定 員：３～４団体程度（先着順）
申込締切：8 月 29 日（水）

参加費：無

料

ボランティア・ＮＰＯと支援センターとの意見交換＆交流会を開催します。
貴団体の課題や活動にあたっての問題点、当支援センターに対する要望などお聞
かせください！！
●定員

２０名（先着順）

■日 時
■場 所
■対 象

：
：
：

●募集締切

7 月 25 日（水）

平成 30 年８月 2 日（木） １４：００～１６：００
富山県総合福祉会館 （富山市安住町 5-21）
ボランティア団体と設立５年以内の NPO 法人

毎月第２土曜日開催（雨天決行）

『呉羽丘陵フットパス❝月いちウォーク❞』
集 合：ファミリーパーク自然体験センター
受 付：9：00
スタート：9：30
参加費：200 円
※５キロと１０キロのコースがあります。お選びください。
主 催：呉羽丘陵フットパス推進協議会
申込み・問合せ：NPO 法人きんたろう倶楽部（電話 076-434-1316）

🍉団体の活動情報・イベント情報、また、ボランティア募集情報を支援センターまでお寄せ下さい。
イベント開催・募集の時期などに合わせ、センター便り、支援センターホームページ、メルマガに掲載し
ます。なお、センター便り次号は 10 月 1 日発行予定です。
【お申込・お問合せ先】

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/

Email：info@toyamav.net

