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第 13 回 

みんなでうたう小松第九コンサート 

2015．12.20 ㈰ 

開場 15：30 開演 16：00 

♪石川県こまつ芸術劇場うらら 大ホール 

 

 管弦楽 オーケストラ・アンサンブル金沢 

 合 唱 小松第九をうたう会合唱団 

  指揮 ♪井上 道義 

全席指定 S 席／6,000 円 A 席／5,000 円 

       B 席／3,500 円 

・チケット取扱 こまつ芸術劇場うらら 

          TEL 20－5500 

・お問い合わせ 小松第九をうたう会事務局 

          TEL 090-2373-2822(福島) 

♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ 
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はづちをかわら版 

∆しめ縄づくり教室 

＊来年のしめ縄飾りを手作りしましょう！ 

日時：12 月 27 日㈰10 時～12 時 

参加費：1,250 円 ＊草餅ぜんざい付 

場所：はづちを楽堂 寿座 板の間 

定員：20 名 申込締切：12 月 25 日㈮ 

講師：野尻 宗仁さん（服部神社） 

 

 

Christmas  Sweet  Flowers 

花あそび vol.9 

 

2015 .12.19（SAT）－12．20（ＳＵＮ） 

        ＡＭ10：00－ＰＭ6：00 

        －入場無料― 

✿会場：小松ツリーズ 明文堂書店 

✿主催：中惣恭苑花教室   

 お問い合わせ：080-8692-8787 

・花教室作品展示・クリスマス花生け体験 

 

 

 

・美術分野：絵画、彫刻、映像、写真など美術作品の

展覧会 

・助成金額：1 件当たり 10 万円～100 万円（総額 2500

万円予定） 

・募集締切：平成 27 年 12 月 10 日(木) 

【お問い合わせ】 

 (公財)朝日新聞文化財団 

  http://www.asahizaidan.or.jp/grant/grant01.html 

 

★平成 28 年度 社会福祉助成事業 

社会福祉関係者の資質向上に関する研修・研究、地域

社会で草の根的に取り組んでいる先駆的事業に助成 

・助成限度額：助成対象項目の 80％以内でかつ 50 万

円以内 

・募集締切：平成 27 年 12 月 15 日(火)当日消印有効 

【お問い合わせ】 

 (公財)日本社会福祉弘済会 

  http://www.nisshasai.jp/fukusijyoseijigyo/jyoseiyo

ukou-H28.html 

 

★全日本社会貢献団体機構助成金 

・一般助成 少子高齢化が進む中、21 世紀の社会が活

力ある豊かな社会となることを目的に、次代を担う子

どもたちがたくましく健やかに成長することを願っ

て、子どもの健全育成支援事業を助成 

・特別助成 未だ多くの方々が避難生活を強いられて

いる東日本大震災の被災地で安定した生活を取り戻す

ことを願って、被災地のコミュニティ強化支援事業に

助成 

・助成限度額：300 万円 

・募集期間：～12 月 18 日(金)17:00 必着 

【お問い合わせ】 

 全日本社会貢献団体機構 

 TEL：03-5227-1047 FAX：03-5227-1049  

  http://ajosc.org/subsidy/application.htm 

 

★(公財)ﾖﾈｯｸｽｽﾎﾟｰﾂ振興財団平成 28 年度助成金 

青少年スポーツの振興に関する事業を積極的に行い、

奨励し、または自ら行いかつ 3 年以上継続して活動し

ている団体に助成 ・募集締切：12 月 31 日 

 TEL：03-3839-7195 FAX：03-3839-7196  

  http://www.yonexsports-f.or.jp/joseikin.htm 

 

 

 

▶石川県九谷焼美術館のご案内 

『加賀九谷焼―青手の世界展』 

10 月 3 日㈯～12 月 20 日㈰ 

□会場 加賀市／石川県九谷焼美術館 

    小松市／小松市立博物館」・錦窯展示館 

    能美市／能美市九谷焼資料館 

●開館時間 9：00～17：00 入館 16：30 まで 

●休 館 日 月曜日、祝日の翌日（加賀市 

          石川県九谷焼美術館は開館） 

●入 館 料 3 館 共通入館券 一般 700 円 

主催／加賀九谷焼展実行委員会 

加賀市・小松市・能美市 

 

◇出張工房～美術館が九谷作家のアトリエに～Ⅲ 

 12 月 6 日 ㊐ 14：00～ 

           

◇茶房古九谷ギャラリー◇  ✩開催中✩ 

「百花を添える茶器」10 月 16 日㈮～12 月 16 日㈬ 

「感じる手仕事」12 月 18 日㈮～2016 年 2 月 24 日㈬ 

 

◇茶房古九谷◇ 

 季節の上生菓子 木枯らし 

 12 月のおすすめのお茶 加賀棒茶、キーモン紅茶 

 

ゆがみリセット体操教室 

★12 月 9 日㈬10：00～11：00 

12 月 16 日㈬13：00～14：00 

場所：こまつまちづくり交流センター １F 和室 

参加費 700 円 

 

✩親子 de ゆがみ体操教室✩ 

★12 月 16 日㈬10：30～11：30 

 （産後ママ、お子様は首座ってから 2 歳まで対象） 

場所：こまつまちづくり交流センター 1F 和室 

参加費 500 円 

✩持ち物✩ フェイスタオル・ヨガマット(バスタオル） 

 ※動きやすい服装でお越し下さい。   

｟予約・お問合せ先｠ 

TEL 080-3044-1515 （ぴあふれんど 奥村） 

 

 

 

助成金情報 

 

★2016 年度環境市民活動助成 

・ＮＰＯ基盤強化助成：事務所費・人件費などの財政

基盤を強化するため、安定的に活動を継続することが

できる自主事業の構築・確立を目指す環境ＮＰＯを原

則 3 年間継続して支援（助成限度額：400 万円×原則

3 年継続） 

・活動助成：環境市民活動に必要な経費を助成(助成

限度額：法人 200 万円、任意団体 50 万円） 

・緑化植化助成：緑と花咲く街並みをつくる活動を支

援（助成限度額：40 万円） 

・清掃助成：ごみのない環境をつくる活動を支援(助

成限度額：20 万円） 

・募集締切：平成 27 年 12 月 10 日(木)当日消印有効 

【お問い合わせ】 

 （一財）セブン-イレブン記念財団  

環境市民活動助成 担当 

  http://www.7midori.org 

 

★高木仁三郎市民科学基金 2016 年度助成 

・国内向けの調査研究助成：市民科学にふさわしい調

査研究、一次情報の収集、分析、映像等による記録、 

情報発信、それらに基づく政策提言やキャンペーン活

動に関する諸費用を助成（助成限度額：100 万円） 

・国内向けの研修奨励：将来の「市民科学者」を目指

す方を対象に、国内外の大学等の調査研究機関での研

修やＮＧＯ、市民団体などでの実践的な活動を長期に

わたって参加することを通じて、専門性を高め、実践

経験を積むための旅費・滞在費用を助成（助成限度

額：100 万円） 

・募集締切：平成 27 年 12 月 10 日(木) 

【お問い合わせ】 

 認定 NPO 法人 高木仁三郎市民科学基金 

  http://www.takagifund.org/apply/ 

 

★朝日新聞文化財団 2016 年度芸術活動への助成 

音楽会、美術展覧会等への助成を通じて、文化、芸術

等の発展、向上に寄与 

・音楽分野：クラシック音楽、オペラ・バレエ、邦楽、

能・文楽・歌舞伎などの公演 

 ・美術分野：絵画、彫刻、映像、写真など美術作品

の展覧会 

 ・助成金額：1 件当たり 10 万円～100 万円（総額

http://www.asahizaidan.or.jp/grant/grant01.html
http://www.nisshasai.jp/fukusijyoseijigyo/jyoseiyoukou-H28.html
http://www.nisshasai.jp/fukusijyoseijigyo/jyoseiyoukou-H28.html
http://ajosc.org/subsidy/application.htm
http://www.yonexsports-f.or.jp/joseikin.htm
http://www.7midori.org/
http://www.takagifund.org/apply/

