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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、１０月を「ボランティア活動強調月間」とし、心
豊かでふれあいのある地域社会づくりを進めるため「広げようボランティアの輪」をスローガンに、県民のボラン
ティア・ＮＰＯ活動への積極的な参加やボランティア・ＮＰＯの交流促進を図ります。
・１０月８日（木） サンシップとやまで式典（表彰）を開催
・１０月１７日（土） グランドプラザで富山県民ボランティア・ＮＰＯﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（パネル展示、一言メッセージ・川柳）を開催
是非ご来場ください。
（参加団体等は２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個人、団体、企業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８日（木）の第３２回富山県民ボランティア・ＮＰＯ大会式典で表
彰式を執り行います。受彰された皆様、おめでとうございます。

会長表彰（団体）

会長表彰（個人）
氏

名

所在地

浅井 勝
安宅 繁正
岡﨑 智子
高木 和広
田中 景子
土肥 靖子
森沢 十四夫
中野 祥一
堀井 益枝
仲谷 信子
秋元 昌子
竹林 順子

氏

上田
岡本
窪田
嶌田
下崎
松村
山﨑
川邊
小峯
濱田
清水
箆伊

富山市

高岡市
滑川市
黒部市
砺波市

名

所在地

竹次郎
恭子
淑子
ひろ子
冨美子
邦子
勝一
ふじ子
豊子
啓二
幸子
昭雄

団

体

名

所在地

富山市交通安全母の会連絡協議会
富山短期大学
特定非営利活動法人買物くらし応援団
障害者（児）生活支援グループ朋の会
和 草
元気サロン
砺波ファーストブックの会
小矢部市紅梅生活学校
東蟹谷長寿会
南砺市上平赤十字奉仕団
南砺市平赤十字奉仕団
立山エコキャップの会

南砺市

射水市
上市町
立山町

富山市
高岡市
滑川市
砺波市
小矢部市
南砺市
立山町

会長表彰（企業）
氏

名

所在地

佐藤工業株式会社北陸支店
立山科学グループ

富山市

氏

名

所在地

富山小林製薬株式会社
塩谷建設株式会社

富山市
高岡市

氏

名

株式会社氷見村田製作所

所在地

氷見市

奨励賞
団

体

名

所在地

スマイルバルーン・いずみ
富山湾海岸をきれいにする活動の会
ピアの会１グループ
ピアの会２グループ
ピアの会３グループ

寄付感謝状

富山市

氏

名

品川 祐一郎
千雄

故竹中

団

体

名

ピアの会ちょうちょうグループ
レインボーハート富山
高岡市立博物館に親しむ会
読み聞かせレインボー
傾聴ボランティアわかばの会
所在地

富山市
明石市

所在地

富山市
高岡市
射水市
入善町

寄付対象団体

富山県民ボランティア総合支援センター
富山三つ星山の会
1

団体名

ブース紹介

団体概要

（一社）
ガールスカウト富山県連盟

楽しいことがいっぱい！ドキド
キワクワク一緒に活動しよう！

ガールスカウトは「少女や若い女性を自ら考え行動できる女性」
となるように育てている社会教育団体です。

（一社）
立山黒部ジオパーク協会

富山の大地・地形の特徴や
魅力を紹介します。

みんなで「学び、楽しむ」ために、みんなで「守り、伝える」ため
に、ふるさと富山を「元気にする」ために、みんなの「絆を強め、想
いと知恵を活かす」ために活動しています。

NPO 法人 にぎやか

にぎやかでおこなっている
「さをり織り」を紹介します。

病院ボランティアすずらん

高岡市民病院にて障害のあ
る子どもから大人までの車
椅子介助や病棟慰問

➀デイケアハウスにぎやか（富山型デイサービス事業）
➁認知症デイサービスかっぱ庵 ➂居宅介護支援事業
④にぎやか荘⑤にぎやか食堂（地域食堂）
⑥さをり事業 ⑦リサイクル事業⑧富山ケアネットワーク事務局
平成４年より高岡市民病院へ、通院の高齢者から子供まで心の
ケアをし、車椅子介助・院内誘導を実施。長期入院患者に元気を
与え早い退院を願う。

NPO 法人
富山アイススポーツクラブ

運動教室、アイスホッケー体
験教室の紹介。各チーム募
集案内。

アイスホッケージュニア選手の育成とともに社会人選手の強化を
図り富山県独自のアイスホッケースタイルの構築を目指し、世界
で活躍できる選手を育てる。また、アイスホッケーにこだわらず、
幼児からお年寄まで誰もが気軽に楽しめるアイススポーツの普
及の他運動教室等あらゆる活動をしています。
HP http://tisc2015.com

NPO 法人
富山県精神保健福祉家族
連合会

精神障害者の家族会活動を
パネル展示とチラシで紹介
します。

精神障がい者を持つ人の家族が集まり互いに支え合う家族会
です。相談会や研修会、要望活動、広報活動などを通じ精神障
がい者の地域社会での理解と協力を得る活動を行っています。

富山県婦人会

くらしを変えよう
―プラスチックごみの削減―

「安心安全な地域創造に努めよう」のもと、男女共同参画社会の
流れの中でいっそう自己啓発に努め、ぬくもりと活力ある地域づ
くりを進めます。

富山生きる場センター

毎日コツコツと作った作品で
す。是非ご覧ください。

富山市内にある民間の福祉施設です。心身に障害のある人たち
が通っています。作業の合間に絵を描いたり手芸をしたりしてい
ます。

とやまチャイルドライン愛ランド

子ども専用傾聴電話『とやま
チャイルドライン愛ランド』

小学校１年生から１８歳までがかける「子ども専用の傾聴電話」
です。嬉しかったことや辛かったり困ったこと、また苛め不登校虐
待などさまざまな思いに傾聴して寄り添い、子どもたちの心の支
えになる電話相談です。

クラウドファンディングをやってみよう！
【第１回マネジメント力向上講座】

9 月 3 日開催
クラウドファンディング総合研究所認定 クラウ
ドファンディングアドバイザーTM の木田さんに
「Zoom」で参加していただき、クラウドファンディ
ングの基礎から、おススメサイト、具体的なスケジ
ュールなどお話いただきました。その後、実践編「ク
ラウドファンディングのタイトルを考えよう」で
は、参加者が実際に「タイトル」を考え、木田さん
からアドバイスをいただきました。参加者からは
「CF について具体的なイメージ
を持つことができて有
意義でした。」、
「マー
ケティングツールとし
ての活用が狙いという
ことがよくわかった。
」
と大変好評でした。
参加者

２

１６名

富山第一銀行、北陸労働金庫、日本郵便の各担当者の方に来
ていただき、個別に申請のポイントなどをお聞きしました。その
中から４つのポイントをご紹介します。
参加団体 ７団体
①対象事業のポイント
・コロナ渦の今、コロナでできなかったことを克服するための
事業の計画は採択の優先順位が上がる場合も有。
②相談のポイント
・具体的な計画があれば、まず相談。相談する時は事業内容を
明確にしていくとスムーズに回答が得られ、熱意も感じ取
ってもらえる。
③申請書の書き方ポイント
・誰もが理解できる簡単な言葉で簡潔に。自分が審査員の立場
になって書く。専門用語は分かりにくいので避ける。
・積算は細かく書く。
「～一式」などは NG。PC などは必要な
理由を明確にする。
④審査のポイント
・相談会がある場合は参加する。
（参加する団体はやる気ある
団体とみてもらえる）
・申請のルールを守る。
（ルールを守らない場合、落とされる
可能性が高い）
・誤字脱字。
（チェックが甘い団体は信用されない）

団体名

ブース紹介

団体概要

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

昭和４５年１２月１９日設立（平成１７年５月２４日法人化）会員数
1,067 名（8/4 現在）腎臓病に関する正しい知識の普及及び社
会啓発、腎臓病患者の自立と社会参加の促進を図り、もって県
民の保健、福祉の向上に寄与することを目的に活動

富山市民国際交流協会

国際交流ボランティアに参加
してみませんか

「市民自らが主体となって進める国際交流・国際協力の拠点」と
しての役割を担い、１９９３年に設立。以来、富山市民の方々のご
参画により、民間レベルの国際交流・国際協力事業を積極的に
推進している。

星槎国際高等学校
富山キャンパス ボランティア部

富山駅前にある通信制高校 富山駅前にある通信制高校、星槎国際高校富山キャンパスのボ
です。地域に貢献する人材を ランティア部です。地域清掃、学童保育の行事参加、紙芝居の読
育てます。
み聞かせ活動を行っています。

NPO 法人
富山県自然保護協会

富山県の自然環境の動向を見守り・提言・要望をして５８年文部
「子供たちの心身の健全な
科学省委託事業、天狗平での埴生復元、立山山麗でのミズバシ
発達のための子供の自然体
ョウ自生地保全、富岸運河での水生生物調査などを手掛けてい
験活動」の紹介
ます。

富山県ナチュラリスト協会

富山県内の自然とその保護
をパネルを通じて解説。

富山県内（立山室堂、弥陀ヶ原、ねいの里、頼成の森、称名滝）
の自然解説活動

NPO 法人
立山自然保護ネットワーク

自然保護運動をささえるボラ
ンティア活動

立山連峰一帯で動植物等の調査研究や環境整備等に関する事
業を行い、自然環境の保全及び環境教育の推進に寄与すること
を目的としています。

（一社）
富山県児童クラブ連合会

本会の歴史や活動の目的、
児童クラブでは、遊びをとおして子どもたちの生きる力を育むこと
おもちゃ作りの作品等を紹介
を目的に様々な活動を行っています。
します。

ワンハート地域野良猫応
援隊・希望のホタル

行き場のない野良猫達を増 私たちは、野良猫に対し「捕獲し、不妊手術を行い、元の場所に
やさないよう避妊手術を行っ 戻す」活動を行い、野良猫繁殖と野良猫に係る苦情の減少に少
ている
しでも貢献したいと考えています。

市町村社協
ボランティアセンター

富山県内の市町村社協ボラ
ンティアセンターの活動紹介

ボランティアセンターは、ボランティア活動の推進、支援などを目
的とした機関で、県や市町村の社会福祉協議会に設置されてい
ます。ボランティアコーディネーターがボランティア活動に関する
相談に応じています。

富山県地域活性化団体
まるごと TOYAMA

こどもからお年寄りまで参加
できるボランティア活動の紹
介

「住みやすく・働きやすく・遊びやすい富山」を創ることを目的と
し、誰でも取り組めるボランティア活動を通じ、子供たちの環境美
化意識の向上、ふるさとを大切にする心を育み、地域社会の一員
としての自覚を学ぶ活動を行っています。

※当日の出展団体は、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。

団体名

高岡古城公
園百年会議

代表者

所

高岡市丸の内１𠮷岡隆一郎

40

高岡商工ビ

ル６階

活動内容

（概要）

大平

正通

ロジェクト

高岡古城公園の景観をより良くするための事業を行
い、観光やまちづくり、将来を担う人材育成等に利
活用でき、将来にわたり愛される公園として維持す

こころ

R02.7.20

ることを目的とします。

朝 日 町 沼 保 954

推進と普及を目指すと共に、会員相互の研修・親睦

番地

および国内外の研究者等との交流を図ることを目的

R02.7.28

とします。
動物の飼育に関する啓蒙活動や迷い動物の保護活動

しっぽの

認証日

再生可能エネルギーに関する応用と振興についての

再生可能エ
ネルギープ

住

宇多

利美

富山市宮尾 3106

の実施、行政と諸関係機関への働きかけや協力体制

番地

確立等に関する事業を行うことにより、人と動物の

R02.8.13

共生社会の実現に寄与することを目的とします。

３

【日時・場所】
【対
象】
【募 集 締 切】
【内
容】

令和２年 11 月５日（木）13:00～16:00 旧小羽小学校校舎（富山市小羽 279 番地）
地域協議会、自治会、自治振興会等の地域づくり関係者
令和２年 10 月 29 日（木）まで
中山間地域における、地域資源を活用した事業化や地域運営組織の法人化を進めるため
のセミナーを開催します。
【タイムスケジュール】
13:05～14:05

＜基調講演＞
テーマ：中山間地域を動かす基盤づくりとノウハウの構築（仮）
講師 ＮＰＯ法人都岐沙羅パートナーズセンター 副理事長 大滝 聡 氏

14:15～14:50

＜事例発表＞
テーマ：地域の自然や文化を活かしたＮＰＯ運営（仮）
講師 ＮＰＯ法人こば 事務局長 平沢 義孝 氏

14:50～15:50
ＮＰＯ法人こば見学
※セミナー終了後、ＮＰＯ法人設立等についての相談を受け付けます。
セミナーの詳細、お申込みにつきましては、当センターへご連絡いただくか、ホームページに掲載して
おりますのでご覧ください。

県内でのグループによる大規模地域清掃活動をサポートします！
募集期間：令和２年９月１日（火）から予算がなくなり次第終了
対象団体：ボランティア団体、NPO 法人、企業、自治会等
対象活動：県内の公園・道路・河川・海岸・森林・駅等公共の場所、まつりやイベント会場に
おいて行う地域清掃活動
助成内容：・参加人数は、年間で延べ１００人日以上の活動（１００人×年１日、２０人×年５
日でもよい。
）
・助成対象経費は、参加者に配付するお茶等飲料の購入に要する経費とし、一人に
つき１５０円を上限
・助成金限度額は、５０，０００円
募集要項・申請書は当支援センターのホー
ムページよりダウンロードできます。

●第 5 回ＮＰＯ法人会計・税務事務相談会
日
場
講

時：１１月１２日（木）１３：３０～１６：３０
所：富山県福祉会館（サンシップとやま）
師：北陸税理士会の税理士

●第 2 回ＮＰＯ法人設立基礎講座・相談会
日
場
講

時：１２月３日（木）１３：３０～１５：３０
所：富山県総合福祉会館（サンシップとやま）
師：県職員、ＮＰＯ法人２団体

http://www.toyamav.net
●Zoom で総会をやってみよう！
日
場
講

時：１１月１８日（水）１３：３０～１６：００
所： 富山県民会館
師： 株式会社 Asian Bridge

●第２回ＮＰＯ法人労務管理相談会
日
場
講

時：１２月１１日（金）１３：３０～１６：３０
所：富山県総合福祉会館（サンシップとやま）
師：社会保険労務士 岩峅 勲氏

●第 2 回 NPO 会計税務基礎講座
会計業務初心者の方、簿記の知識がない方また今までのやり方が正しいのかを確認したいという
方におススメ！事前に申し込みが必要です。
日 時：１２月５日（土）
・１２日（土）１３：0０～１7：0０（両日とも）※休憩あり
受講料： 1 日 1,000 円（両日受講の方は 2,000 円）
場 所：富山県総合福祉会館（サンシップとやま）7 階

【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

４

URL：http://www.toyamav.net/

E-mail：info@toyamav.net

