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災害ボランティア 

スキルアップ講座 

平成 26年度は、2月の関東甲信地方の大雪に始

まり、8月 19日広島市安佐南区豪雨による土石

流により 74名死亡、9月 27日には御嶽山の噴火

により 57名死亡、行方不明 6名、11月 22日に

は長野県でＭ6.7震度 6弱の地震は発生、幸いに

も死者 0でありましたが、主だった自然災害だ

けでこのように発生しております。 

異常気象等により、これからどんな災害が起こ

るかわかりません。 

連絡会の充実が必要になってきます。スキルア

ップ講座に参加され研鑽されることをお勧めし

ます。 

●日時：平成 27 年 3 月 14 日㈯ 9:30～12:00 

 

●会場：こまつまちづくり交流センター（談話室） 

 

●講師：一般社団法人  

石川県災害ボランティア協会 

     事務局長 木下 千鶴氏 

 

●演題：長野県神城断層地震の報告 

 

●参加締切 3 月 5 日事務局まで 

 

●主催：こまつ災害ボランティア連絡会 

      小松市小寺町乙 80-1 

           TEL 0761-25-1010 

 

 

 

 

 

助成金情報 

★平成 27 年度 スペイン舞踊、音楽に関する創作活動

への助成 

≪文化・芸術≫4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日までに

完了予定のスペイン舞踊、音楽に関する公演、イベン

トの企画に助成 

助成総額 300 万円 

≪募集期間≫1 月 10 日（土）～2 月 10 日（火） 

（必着） 

（公財）スペイン舞踊振興ＭＡＲＵＷＡ財団 

  http://www.mwf.or.jp/fomento/index.html 

 

★アウトドア自然保護基金プログラム 

≪環境保全≫自然保護のために活動している環境団

体を支援 

支援金：100，000 円から 500，000 円の範囲 

≪募集締切≫第 4 四半期 2 月 15 日（日） 

コンサベーション・アライアンス・ジャパン 

    http://ca-j.org/grants.html 

 

★第 4 回 杉浦地域医療振興助成 

≪社会福祉≫医師、薬剤師。看護師等の医療従事者及

び介護福祉従事者等の多職種が連携して「地域包括ケ

ア」を実現しようとする活動や研究に助成 

助成金額 1 件につき 300 万円を限度とし、助成総額

2,000 万円以内 

≪募集締切≫2 月 28 日（土） 

（一財）杉浦地域医療振興財団 

http://sugi-zaidan.jp 

 

★第 16 回 社会貢献基金助成 

≪社会貢献≫地域の種々の災害の救済、社会福祉事

業、環境保全事業、国際協力など社会貢献活動を行う

各種団体等への助成、並びに社会貢献に資する調査・

研究を目的とした事業に助成 

助成総額およそ 10，000 千円（1 件当たり助成額上限

2，000 千円、 但し、研究助成上限 1，000 千円） 

≪募集締切≫2 月末日（土）（必着） 

（一社）全日本冠婚葬祭互助協会 

  http://www.zengokyo.or.jp 

 

 

 

 

 

 

ゆる第 5 回ママ フェスタ 

～ママのココロとカラダをリラックス♪～ 

●日時：平成 27 年 2 月 25 日㈬ 10:00～16:00 

●場所：こまつまちづくり交流センター 

    (小松市小寺町乙 80-1、☏0761-25-1010） 

    ※無料駐車場完備 

仕事・家事・子育てを毎日頑張っているママを癒し

たい！ 

同じママだからこそ考えたリラックス空間を提供し

ます！ 

子供達が自由に遊べるキッズスペースあります。 

『出展者』 

【樋口 さおり】  

カラーキューブセラピー 15 分 1,500 円 

【カイロプラクティックアルク】  

カイロプラクティック 15 分 1,000 円 

【エステティック P-1 (ぴいち)】  

ヘッドセラピー 20 分 1,500 円 

【加賀生麩工房ふぜん】  

ドリンク 50 円 フード 300 円～ 

【中村 浩子】  

一般社団法人子育てカウンセラー協会  

赤ちゃんともち 500 円 

【Fleurir(フルリール）】  

ハンドクリームパック 15 分 500 円 

【菅本亜沙子】 ぬのこもの KARU 

【肩かやの】 キラキラジュエリー写真立て  

1 個 2,000 円 

【大島幸恵】 心のブロック解除  

15 分 1000 円 

 親子・キッズ撮影会 in ゆるママフェスタ  

1 枚¥500－ Optimal photo Service 

主催 ぴあふれんど     

お問い合わせ 090-1632-3694(樋口さおり） 

※キッズスペースについて、スタッフはいません。

ケガや事故などについて、主催 

者側は一切の責任を負いません。ご了承くださいま

すようお願いします。 

Facebook ページ 

https://www.facebook.com/yurumama 

 

 

 

 

石川県九谷焼美術館展覧会のご案内 

企画展 染付とよばれたやきもの 

平成 27 年 2/11㊌㊗～5/10㊐ 

●ギャラリートーク  

平成 27年 2月 14日㈯13:30～ 

「九谷五彩」とよばれる色絵の具をふんだんに 

用いた上絵磁気とともに、染付の作品は加賀の地 

でも連綿と作り続けられてきた。白と青のコントラ

ストで鮮やかに表現された染付の世界を展観する。 

 

お問合せ先●石川県九谷焼美術館 

          ☎0761-72-7466 

 

◆ 茶房古九谷ギャラリー ◆  

☆開催中☆「集い・愉し」～2015 年 2 月 25 日(水） 

☆次回予告☆「いいものみつけた」2015 年 2 月 27 日(金)

～4 月 22 日(水) 

らくらく骨盤体操教室 

＊日付＊ 2 月 19 日  ㈭ 

＊場所＊ 南部公民館 1F 和室 

     小松市島町ヌ 43 番地 

＊日付＊ 2 月 26 日 ㈭ 

＊場所＊ こまつまちづくり交流センター 1F 和室 

      小松市小寺町乙 80-1 

＊時間＊ 10:00～11:00 

＊参加費＊ 500 円 

＊定員＊  各教室 5 名 

＊持ち物＊ タオル・ヨガマット(ﾊﾞｽﾀｵﾙ）・あおたけ

(運動枕） BCB(ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ） 

※お持ちで無い方はレンタル致します。（別途 100 円） 

《予約・お問合せ先》080-3044-1515 

 メール happyarc2525@gmail.com 

   ぴあふれんど 奥村 あかね 

※年齢問わず、誰でもお気軽にご参加できる内容とな

っております。 

※各教室、参加される方は事前にご連絡お願いしま

す。 

FacebookFacebook ページ/アメブロでもご連絡 OK!! 

 

https://www.facebook.com/yurumama

