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去る６月１０日（月）『令和元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を、県民やボランティア・ＮＰＯ関係者が集う第３１回
富山県民ボランティア・ＮＰＯ大会を１０月９日（水）富山県総合福祉会館、１９日（土）総曲輪グランドプラザで実施することを
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３０年度事業報告・活動計算、令和元年度事業計画・活動
予算などが承認されました。（内容はＨＰに掲載）

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、標記大会を開催します。概要は以下のとおりです。

・式 典：ボランティア活動に貢献した個人・
企業等または団体の表彰

・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

・講演会：講師 柳原志保さん
（歌うママ防災士）

・バルーンアートショー

🌻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。今年度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✿

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。
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９日（水）第 31 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 令和元年７月 12 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）
、
「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９日の県総合福祉会館、19 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。
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○
【内

容】

元気とやま県民協働事業を募集します

〇

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
発想で実施する地域活性化を目的とした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非営利団体等（ボランティア団体・サークル等）

【対象区分】

（１）テーマ設定型事業（県の設定したテーマに基づき提案・実施する事業）
（２）自由提案型事業（団体が自由に企画・実施する事業）

【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】

８件程度

【募集期間】

令和元年６月 2４日（月）～８月 2３日（金）
（事前相談機関：6/24（月）～8/21（水））

※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

少子化対策・県民活躍課（〒930-8501 富山市新総曲輪 1-7）

TEL：076-444-9012

団体名

キッズアイ

富山成年後見
支援センター

黒部アクアア
スリーツ

富山県終活支
援センター

日台親交協会

代表者

古田

竹田

中島

中西

山崎

とやま空き家・
小紙
空地対策協会

住

所

FAX：076-444-3479

活動内容

（概要）

認証日

仁

富山市丸の内一丁目８番
１７号

この法人は、児童に対して、学童に関する事業を行い、外
国籍や障害を持った子どもたちを含む児童の健全な成長、
および、保護者の負担軽減を推進することにより、ふるさ H31.3.11
と富山の魅力度を向上させ、公益の増進に寄与することを
目的とします。

達矢

富山市大手町５番１２号
野口ビル２F

この法人は、成年後見に関する啓発及び利用の促進活動及
び法人受任事業を行い、成年後見を必要とする個人が適切
にその制度を利用し、判断能力の衰えがあっても個人の尊 H31.3.26
厳を守りながら生活できるよう支援していくことにより、
社会福祉の増進に寄与することを目的とします。

昌之

潤介

勇人

司

黒部市三日市９９２番地
１４

南砺市遊部２８０番地２

射水市本開発１９８番地
CHILLOUT&SOFCREAM
畑内

富山市萩原４１２番地１
萩原事務所 B102

この法人は、すべての人に対して、陸上競技を主としたス
ポーツ活動推進支援に関する事業を行い、スポーツ全般の
運動機能と体力向上を図り、生涯にわたって健康でスポー
ツを楽しめる環境を整えることを目的とします。

H31.3.29

この法人、一般市民に対し人生の終末期における諸問題や
不安を解決に導くため、各種勉強会や関連の事業活動を通
して高齢者とその家族が健全で安心して暮らすことの出
来る社会創りに寄与することを目的とします。

H31.3.14

この法人は、外国人の日本語学習者、日本での職業従事希
望者に対して、日本語習得のための教育に関する事業を行
うとともに、外国人に就労体験の場と生活の場を提供す
る。海外の大学との連携も積極的に行い、日本人が海外留
学、海外進出しやすい体制整備を行う。これらの活動を通
じて、国際的な交流促進、相互理解促進に寄与することを
目的とします。

H31.4.1

この法人は、各分野のプロフェッショナルなど実務家を集
め、その集積した知恵の中から解決策を導いていくことに
より、空き家・空地等の有効利用、危険家屋の安全対策を
図っていく事業等を行いまちなかの空き家・空地資源を活
かし、安心して暮らせる活気あるまちづくりの推進と安全
な地域環境の実現を図り、もって公益に寄与することを目
的とします。

H31.4.8
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第１回マネジメント力向上講座

必見！伝える・伝わる「広報のコツ☝」講座を開催しました！！
５月３１日（金）に「伝える・伝わる

広報のコツ」講座を

開催しました。
講師の明石あおいさん（株式会社ワールドリー・デザイン代
表）から、これまで作成したチラシ・パンフレットを紹介し
ながら伝え方のポイントを説明していただき、ワークショッ
プでは、参加者が実際に作成したチラシを使って、表現方法
などについて意見交換を行いました。参加者からは、
「例えが
とてもわかりやすかった。」、
「チラシ等を作る際の考え方が整
理できた。」
、
「伝えることの大切さ、相手のことを考え、自分
の言葉で伝えることの大切さを知った。」など、大好評でした。
参加者１４名

第２回マネジメント力向上講座

●『NPO の自立に向けてのシーズ探し
日 時：８月９日（金）13：30～１６：００
講 師：永沢

映さん

～自立に向けての事業の種は地域課題の中に～』●
場

所：富山県総合福祉会館（サンシップとやま）７０３号室

（NPO 法人コミュニティビジネスサポートセンター代表理事）

●『第３回ＮＰＯ法人会計・税務事務相談会』
（個別相談会）●
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。
（相談は１時間程度）
日 時：８月 29 日（金）１３：３０～１６：００

講

師：北陸税理士会所属の税理士

場 所：高岡市生涯学習センター（ウイング・ウイング高岡）
講 師：永沢 映さん （NPO 法人コミュニティビジネスサポートセンター代表理事）
●『クラウドファンディング＆助成金説明会』●
日 時：９月３日（火）１４：０0～１５：３０

講

師：クロスオーバー・ワークス合同会社 、労金、日本郵便

場 所：富山県総合福祉会館（サンシップとやま）701 号室

●『NPO 法人会計ソフト説明会』●
日 時：９月 11 日（水）１３：３０～１５：３０

講

師：ソリマチ株式会社

場 所：富山県総合福祉会館（サンシップとやま）７０３号室
講 師：永沢

映さん

（NPO 法人コミュニティビジネスサポートセンター代表理事）

ボランティア交流サロン
利用団体

利用者

ロッカー貸出団体数

複写機コピー枚数

パソコン利用

プリンター利用

音訳ルーム

841団体

3,896人

47団体

4,345枚数

30.10時間

303枚

0時間

ワークルーム
印刷機印刷枚数
585,540枚

★音訳ルームを是非ご活用ください！！
利用料は無料です。音訳等に必要な機器はご持参ください。ご利用の際は、事前にセンターまでご連絡下さい。

団体活動・
イベント情報
【お申込・お問合せ先】

★三つ星ありがとうフェスティバル開催のお知らせ！★
日
会
内

時：２０１９年７月１４日（日）16：15～17：15
場：オークスカナルパークホテル富山２F
容：全盲クライマー小林幸一郎氏による講演会等

問合せ：
富山三つ星山の会
担当：桐井
TEL:090-2129-4423

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

