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 № グループ名 活動内容 ページ 

イ
ベ
ン
ト
関
係 

1 あすなろ会 施設、イベント等で唄や踊り披露 １ 

2 あすなろ民謡会 地域のイベント、施設訪問活動など １ 

3 勘実穂会 施設、イベント等で歌謡舞踊披露 １ 

4 琴城流大正琴 琴ヶ浜会 施設、イベント等で大正琴の演奏 ２ 

5 サークルヴェガ 施設、イベント等で大正琴の演奏 ２ 

6 シャルレン 施設、イベント等でハンドベル演奏 ２ 

7 鳳舞会 施設、イベント等で剣舞披露 ３ 

8 まちの寿会 施設等で踊りや歌、三味線披露 ３ 

9 門前とどろ保存会 地域のイベントで門前とどろの披露 ３ 

10 By Street Band 

t 

 

y 

 

a 

 

イベント等でバンド演奏 ３ 

11 スマイルファミリィー 公民館、イベント等で笑いヨガ ４ 

12 リサーチ舞の会 施設、イベント等で歌謡舞踊披露 ４ 

13 ワンダフルグループ 施設、イベント等で太極拳、踊り披露 ４ 

14 水ばしょう一座 地域のイベント、施設訪問活動など ５ 

子
ど
も
関
係 

15 

 
ききみみずきん 図書館、小学校等でのおはなし会 ５ 

16 さ～くる夢知遊 図書館、小学校等で読み聞かせ ５ 

17 お話サークル「バッタリ会」 図書館等で子供のためのお話会開催 ６ 

18 でんでんむしのお話し会 図書館等で子供のためのお話会開催 ６ 

19 ダディーズ 児童ｾﾝﾀｰ行事の応援、木製おもちゃ作り ６ 

20 みらい子育てネット輪島すくすくクラブ 児童ｾﾝﾀｰ行事のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、遊び場点検等 ７ 

21 お話サークル「きらきら星」 図書館等で子供のためのお話会開催 ７ 

22 手作りおもちゃの会「ぐりとぐら」 布の絵本やおもちゃ等を手作り ７ 

23 療養ボランティア いずみの会 ｢輪島市療育を考える会｣の活動支援 ８ 

24 輪島たんぽぽ文庫 子どものための文庫活動 ８ 

25 輪島親子昆虫クラブ 生き物観察、里山保全 ８ 

26 みらい子育てネット輪島 どんぐりクラブ 季節の行事での世代間交流、野遊び ９ 

27 おはなしの森 図書館、小学校等で読み聞かせ ９ 

施
設
関
係 

28 黒島ボランティアチーム 施設でのシーツ交換、配食サービス ９ 

29 白字会 施設でデイサービスの協力 １０ 

30 市立輪島病院ボランティアグループ「なでしこ」  院内の案内、車いすの介助・点検等 １０ 

31 たんぽぽの会 施設でのボランティア １０ 

32 仁岸ボランティアチーム 施設でのシーツ交換 １１ 

33 諸岡福祉推進チーム 施設でのシーツ交換、配食サービス １１ 

34 百寿苑喫茶ボランティア「すずらん」 施設での喫茶ボランティア １１ 
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 № グループ名 活動内容 ページ 

食
関
係 

35 あぎしボランティアグループ 地区で配食サ-ビス １２ 

36 あすなろボランティアグループ 地区で配食サ-ビス １２ 

37 くしひボランティアグループ 地区で配食サ-ビス １２ 

38 七浦福祉推進チーム 地区で配食サ-ビス １２ 

39 すいせんグループ 地区で配食サ-ビス １３ 

 40 サロンにぎし 地区で配食サ-ビス １３ 

41 じんのび会 地区で配食サ-ビス １３ 

42 ボランティアグループしおさい 地区で配食サ-ビス １４ 

43 ボランティアグループ本郷 地区で配食サ-ビス １４ 

44 むぎやの会 地区で配食サ-ビス １４ 

45 輪島市食生活改善推進協議会 門前支部  地域の食生活改善のための活動 １４ 

46 輪島市食生活改善推進協議会 輪島支部  地域の食生活改善のための活動 １５ 

福
祉
関
係 

  

47 音訳サークル「小波」 視覚障害者の方へ広報等を音訳奉仕 １５ 

48 ぽっかぽかサロン 月 1回のミニ・デイサービス実施 １５ 

49 傾聴ボランティア 元気かいね 傾聴ボランティア １６ 

50 ねこの手 ボランティア全般 １６ 

51 手話サークル「水芭蕉」 手話を通じて社会福祉活動 １６ 

52 ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ“ふたば友の会” 地域の精神障害者の社会生活支援他 １７ 

53 手話サークル「なみ」 手話を通じて社会福祉活動 １７ 

54 輪島地区更生保護女性会 子育て支援、「社会を明るくする運動」協力参加 １７ 

55 輪島市災害ボランティアの会 災害復興ボランティア １８ 

56 ふれあいサロンもんぜん 引きこもり解消のためのふれあいの場づくり １８ 

57 ドリームパンプキン 夢かぼちゃの活動支援 １８ 

58 スーハ―マンプロジェクト 癒し、セラピー活動、心と身体プチ講座 １９ 

59 輪島要約筆記サークル 福祉行事、講演会等での筆記通訳 １９ 

60 輪島わくわくおもちゃの図書館 交流サロン、おもちゃ遊び ２０ 

６１ 子育て応援「キャロットのと」 障害児本人と家族への支援 ２０ 

６２ 輪島語り部の会 能登半島地震を伝えてゆく ２０ 

町
づ
く
り
関
係 

63 剱地海友会 公共福祉施設・道路の草刈清掃 ２１ 

64 輪島・穴水防犯協会仁岸支部 公共福祉施設・道路の草刈清掃 ２１ 

65 輪島市ウォーキング協会 市民の健康・体力づくり・仲間づくりを推進する ２１ 

66 観光案内人クラブ「輪島あかり人」 輪島市内などでの観光ボランティア ２１ 

67 門前地区老人愛好会 公共施設周辺の草刈清掃 ２２ 

68 門前東小学校児童安全育成委員会 児童下校時の見守り ２２ 

69 花咲かくらぶ 園芸活動で街づくり ２２ 
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イベント関係 

 

№１ 

グループ名 あすなろ会 

代表者 閨崎 吉郎 

活動内容 

施設入所の方々に踊り（民舞 舞踊）、マジックなどで楽しんでもらいながら元

気になっていただいています。また、会員相互の親睦をはかることをモットーと

しているボランティアグループです。 

活動日時 毎月第 3金曜日 午後 2時～3時 

活動場所 輪島、門前、穴水、中島、特養、老健の各施設慰問及び各イベント 

設立年月 平成 14年 4月 会 費 なし 

会員数 10名 会員募集 している 

メッセージ 
当グループは年齢問わず趣味の方々の集まりですので、すぐになじめると思い

ます。気軽に入会をお待ちしております。 

№２ 

グループ名 あすなろ民謡会 

代表者 古田 敬三 

活動内容 民謡でイベントや老人施設への慰問等 

活動日時 毎週月曜日 午前 7時 30分～9時 30分 

活動場所 輪島市内のイベント会場や老人施設 

設立年月 昭和 59年 会 費 月/5,000円 

会員数 ９名 会員募集 している 

№３ 

グループ名 勘
かん

実
み

穂
ほ

会 

代表者 佐々木 好子 

活動内容 

歌謡、舞踊の練習をしています。最初は自分自身の健康と頭の体操のためで

したが、ボランティア活動にいかがと誘われ、年間 4.5回以上老人施設や行

事等に出向いています。 

活動日時 毎週木曜日 午後 1時～3時 

活動場所 門前公民館 

設立年月 平成 11年 4月 会 費 月／５00円 

会員数 ４名 会員募集 している 

メッセージ 
踊り手も 70 才以上です。でも足・腰を 10 年鍛えたせいか姿勢も良く若々しく

頑張っております。子どもさんでも若い人でもどうぞいらして下さい。 
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イベント関係 

№４ 

グループ名 琴城流
きんじょうりゅう

大正琴 琴
こ と

ヶ
が

浜
はま

会 

代表者 長徳谷 とし 

活動内容 

各施設、イベント等、要望に応じて大正琴の演奏を行います。 

演奏曲は童謡、唱歌、俚謡、民謡、軍歌、演歌、邦楽、洋楽などジャンルを問

いません。練習は生涯学習として各教室で行っています。音楽によって少しで

も心のリハビリテーションの役に立つことが出来ればと思っています。 

活動日時 不定 

活動場所 各施設、イベント等 

設立年月 昭和 62年 12月 会 費 なし 

会員数 16名 会員募集 している 

メッセージ TPOに応じ活動人数は多少を問いません。どうぞお役に立てて下さい。 

№５ 

グループ名 サークルヴェガ 

代表者 葭谷内 和子 

活動内容 各施設や地域のイベント等で大正琴の演奏をします。 

活動日時 不定 

活動場所 各施設、イベント等 

設立年月 平成 25年 4月 会 費 なし 

会員数 １０名 会員募集 している 

メッセージ 
メンバーは、輪島市内の各地域から参加しています。 

大正琴演奏の他に、時には踊りも披露しています。 

 

№６ 

グループ名 シャルレン 

代表者 下原 由佳 

活動内容 
老人ホームへの慰問や、美術館など各種施設でのイベントへ参加し、ハンドベ

ルを演奏する。 

活動日時 練習 毎週火曜日 午後 1時 30分～3時 

活動場所 老人ホームや美術館などの各種施設、イベント会場など 

設立年月 平成 15年 10月 会 費 月/1.000円 

会員数 6名 会員募集 していない 
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イベント関係 

№７ 

グループ名 鳳舞
ほ う ぶ

会 

代表者 横地 小夜子 

活動内容 各施設や地域の給食サービスやイベント等で、要望に応じて剣舞を披露 

活動日時 不定 

活動場所 各施設、イベント等 

設立年月 平成 6年 4月 会 費 なし 

会員数 7名 会員募集 している 

№８ 

グループ名 まちの寿会
ことぶき

 

代表者 大和 籌子 

活動内容 施設等で踊りや歌、三味線披露 

活動日時 月 1回 

活動場所 老人ホームや各種施設 

設立年月 平成 11年 1月 会 費 なし 

会員数 5名 会員募集 していない 

№９ 

グループ名 門前とどろ保存会 

代表者 田中 幹郎 

活動内容 地域のイベントで門前とどろの披露 

活動日時 毎月第 2・第 4水曜日 午後 7時～9時 

活動場所 施設、イベント会場など 

設立年月 平成 18年 8月 会 費 1.000円 

会員数 36名 会員募集 している 

№１０ 

グループ名 Ｂｙ Ｓｔｒｅｅｔ Ｂａｎｄ 

代表者 酒井 郷夫 

活動内容 県内外でのライブ 

活動日時 不定 

活動場所 津々浦々 

設立年月 昭和５７年１２月 会 費 なし 

会員数 ６名 会員募集 している 

メッセージ ジャズ・ロック・歌謡曲・民謡なんでも ＯＫ！のおやじバンドです。 
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 イベント関係 

№１１ 

グループ名 スマイルファミリィー 

代表者 山外 政枝 

活動内容 

鳳至公民館で月１回依頼されて毎回１５名前後の参加者さんと笑っていま

す。自分でクラブとしては立ち上げていませんが、まずは笑いヨガとは、こんな

ものですよというのを紹介させてもらってます。第２・第４土曜日と日曜日は依

頼があれば出前笑いにヨガに出向いています。 

活動日時 笑いヨガの依頼をいただいたとき 

活動場所 毎月１回鳳至公民館、依頼をいただいた場所 

設立年月 平成２５年９月 会 費 なし 

会員数 １名 会員募集 している 

メッセージ 

笑いヨガとは、笑いの体操とヨガの呼吸法が組み合わさった新しい健康法で

す。一笑良薬で一生主役。笑った後の身体と心のはずむ声を聞いてみませ

んか。 

№１２ 

グループ名 リサーチ舞の会 

代表者 山岸 祐子 

活動内容 

社会教育、まちづくり、ｽﾎﾟｰﾂ等のイベントに参加し、できることに協力しており

ます。人とのふれあいを大切に、特に踊り、歌にと皆さんに楽しんでもらってい

ます。 

活動日時 月 2回 

活動場所 県内全地域 

設立年月 昭和 50年 6月 会 費 なし 

会員数 6名 会員募集 している 

№１３ 

グループ名 ワンダフルグループ 

代表者 瀬畑 幸子 

活動内容 地域での催し、イベント等で太極拳を披露しています。 

活動日時 未定 

活動場所 地域での催し、イベント 

設立年月 平成 22年 3月 会 費 なし 

会員数 10名 会員募集 している 

メッセージ 
地域で気功太極拳を練習している仲間で結成したグループで活動をしたグル

ープです。 
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イベント・子ども関係 

№１４ 

グループ名 水ばしょう一座 

代表者 萩原 廣子 

活動内容 敬老会での踊り披露、施設訪問 

活動場所 敬老会、施設慰問 

設立年月 平成２年６月 会 費 月/５００円 

会員数 １２名 会員募集 していない 

 

 

 

 

№１５ 

グループ名 ききみみずきん 

代表者 蓮池 淳子 

活動内容 

図書館、小学校でのおはなし会 

おはなしの勉強会（手あそび、絵本、おはなし等） 

メンバーがぞれぞれの活動場所で、おはなし会をしています。 

活動日時 おはなし会年 10回程   勉強会他 

活動場所 図書館、小学校、公民館、児童センター等 

設立年月 平成 16年 2月 会 費 なし 

会員数 ８名 会員募集 している 

メッセージ おはなしを覚えて、語りたい方は、ぜひ一度のぞいてみて下さい。 

 

№１６ 

グループ名 さ～くる夢知遊
む ち ゅ う

 

代表者 刀祢 純子 

活動内容 
子ども達にすこしでも本の楽しさ、おはなしのおもしろさを伝えるためにお話会

を開催 

活動日時 不定期 

活動場所 図書館、公民館、学校、保育所、幼稚園 

設立年月 平成 10年 4月 会 費 なし 

会員数 3名 会員募集 していない 

メッセージ 
子ども達の笑顔が私達のエネルギー源。 

その笑顔に逢うために今日もがんばる 3人です。 
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子ども関係 

№１７ 

グループ名 お話サークル｢バッタリ会｣ 

代表者 小伊藤 佳子 

活動内容 手作りの人形劇、影絵劇、パネルシアターなどを上演しています。 

活動日時 不定期 

活動場所 図書館、児童センター、小学校、保育所など 

設立年月 平成 4年 12月 会 費 なし 

会員数 6名 会員募集 していない 

メッセージ 行き当たりバッタリの人の集まりです。楽しんで劇をしています。 

 

№１８ 

グループ名 でんでんむしのお話し会 

代表者 山岸 孝子 

活動内容 
絵本・詩の読み聞かせ、紙芝居、むかし話、おはなし、手あそび、折り紙を作っ

て楽しむなど。 

活動日時 現在は特に決まっておりません。 

活動場所 門前図書館   門前の小学校 

設立年月 平成 13年 会 費 なし 

会員数 １名 会員募集 していない 

メッセージ 
幼い頃から、お話を聞きに来ていた子供達の中から、ボランティアになりたいと

言う言葉を聞き嬉しかったです。 

№１９ 

グループ名 ダディーズ 

代表者 赤田 直樹 

活動内容 

 うちの父ちゃん出番です！ 

親父力を活用し、地域の歴史や安全・安心を子供達に伝えるとともに、夢と希

望を持って生きる子供と大人の育成活動に取り組んでいます。活動内容は木

工教室や野外活動を通じて、父ちゃんたちが学んだ遊びを一緒にします。 

活動日時 月１回は活動打合せを実施しその他子供達の遊び助けを要請があれば出動 

活動場所 
輪島市子育て支援センター・輪島市児童センター、野外活動の支援や自主

活動 

設立年月 平成１９年４月 会 費 なし 

会員数 １０名 会員募集 している 

メッセージ 
子供達との木工作業や自然体験を一緒にしながら、ボランティアへの関わりや

地域の魅力を再発見しよう！ 
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子ども関係 

№２０ 

グループ名 みらい子育てネット輪島すくすくクラブ 

代表者 西浦 貴子 

活動内容 

・総会 ・ほっとサロンみらい（月 1回）・公園防犯安全点検 ・講演会 

・交通安全マスコット作り、配布 ・ふれあい子どもフェスティバル 

・親子茶会 ・手作りバザー参加出品 ・各種教室 ・絵本の読み聞かせ  

・子供との地域交流会 

活動日時 必要に応じて集まっている 

活動場所 輪島市児童センター（輪島市ふれあい健康センター2F） 

設立年月 平成 12年 4月 会 費 なし 

会員数 35名 会員募集 している 

メッセージ 

｢地域の子はみんな我が子｣を合言葉に輪島での子育てを応援しています。も

ちろん自分達の｢やってみたい！！｣も実現しています。また、メンバーの年代

が幅広いので色々な相談ができて安心です。いつでもメンバー大募集してい

ます。 

№２１ 

グループ名 お話サークル「きらきら星」 

代表者 垣内 康子 

活動内容 図書館等で子供のためのお話会開催 

 

 

№２２ 

グループ名 手作りおもちゃの会｢ぐりとぐら｣ 

代表者 山上 幸美 

活動内容 
布おもちゃを手作りし、輪島市子育て支援センター・輪島市児童センターへ提

供し、訪れた子どもたちや親子に利用してもらう。 

活動日時 月２回 火曜日 午前 10時 30分～午後 3時 

活動場所 輪島市ふれあい健康センター2F 創作活動室 

設立年月 平成 16年 3月 会 費 なし 

会員数 8名 会員募集 していない 

メッセージ 

会のメンバーは育児中の母親たちで構成されており、布おもちゃを作成しつ

つ、母子が精神的に孤独にならないよう育児中の母親たちの社会や地域の入

口としての場になればとも考えています。 
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子ども関係 

№２３ 

グループ名 療育ボランティア いずみの会 

代表者 泉口 明子 

活動内容 
障害の子供達、及びお母さん方とのふれあい、海水浴や１日旅行（近場）各

種行事 

活動日時 毎月第 1日曜日・第３土曜日 午後 4時～5時 

活動場所 輪島市ふれあい健康センター （児童センター） 

設立年月 平成 21年 5月 会 費    年/1,000円 

会員数 10名 会員募集 している 

メッセージ 

障害のある子どもたちと交流することによって自分の気持ちが今までと違ってく

るし、健常者の人達とのふれあいを持てたらいいのと遊び場を増やしてほしい

と思います。 

№２４ 

グループ名 輪島たんぽぽ文庫 

代表者 倉田 幸子 

活動内容 

子ども達が本好きになるようお手伝いをしています。本を通して人と人のつなが

りができることを願っています。本の読み聞かせ、手遊び、本の紹介、お話し、

紙芝居などをしています。 

活動日時 毎月第 3土曜日 午前 10時～11時 30分 

活動場所 鳳至公民館 

設立年月 平成 12年 4月 会 費 なし 

会員数 6名 会員募集 している 

メッセージ 良書を紹介して下さい。 

 

№２５ 

グループ名 輪島親子昆虫クラブ 

代表者 本口 夏美 

活動内容 
昆虫博士と畑・里山管理、草刈り、米づくり、生物観察、休耕田の活用、荒れ

た山の手入れ、農作業体験 

活動日時 
土・日・祝日 月１～４回 

主に朝１０時～１５時、内容により早朝・夜間 

活動場所 輪島市内の里山・里海（石休場町・町野金蔵・杉平町他） 

設立年月 平成２６年７月 会 費 年/１.０００円 

会員数 ４０名 会員募集 している 

メッセージ 荒れた山や畑を活用して、草刈り・下草刈り・生き物観察などしています！ 
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子ども関係・施設関係 

№２６ 

グループ名 みらい子育てネット輪島 どんぐりクラブ 

代表者 本口 夏美 

活動内容 
今年度の予定 田植え、音楽影絵、食育、ホタル観賞、くんせい体験、交通安

全、野遊びのプロきーさんと遊ぼう“！ 

活動日時 月１回程度（主に土・日・祝日） 

活動場所 輪島市内 

設立年月 平成１６年７月 会 費 なし 

会員数 ４４名 会員募集 している 

メッセージ お母さんたちで協力し合って色々活動しています！仲間募集中です！ 

№２７ 

グループ名 おはなしの森 

代表者 和田 秀子 

活動内容 

小学校、中学校、図書館などで、絵本や物語の読み聞かせをしたり、門前・能

登の民話のお話会をしたりしています。読み聞かせの後、参加者と一緒に工作

も行っています。 

活動日時 月４～５回 午前８～９時 午後２～３時 

活動場所 門前東小学校、門前中学校、門前図書館 

設立年月 平成２６年１０月 会 費 なし 

会員数 ７名 会員募集 している 

メッセージ 
子どもたちに本の楽しさを伝えたり、大人と地域の民話を楽しんだりしています

ので、いっしょに活動しましょう。 

 

  

  

№２８ 

グループ名 黒島ボランティアチーム 

代表者 玉谷 信行 

活動内容 シーツ交換、室内清掃、会員の送迎 

活動日時 毎月第 4水曜日 午前中 

活動場所 特別養護老人ホームあかかみ 

設立年月 平成 7年 10月 会 費 なし 

会員数 29名 会員募集 している 
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施設関係 

№２９ 

グループ名 白字会 

代表者 坂下 のぶ子 

活動内容 
文化的活動 （ふる里語り、紙芝居、お茶、お花、折り紙、ぬり絵、御詠歌、唱

歌、談話など） 

活動日時 月 2～3回 約 1～2時間 

活動場所 あかかみ老人ホーム、くしひ保育園、デイサービス 

設立年月 平成 3年 会 費 なし 

会員数 １０名 会員募集 している 

メッセージ 若き方々のご活躍を一同心より応援しています。 

№３０ 

グループ名 市立輪島病院ボランティアグループ「なでしこ」 

代表者 大坪 佳勝 

活動内容 

月曜日 ホールで来客患者さんの見守り、案内、受付機（タッチパネル）の操

作指導 

第３金曜日 訪問看護師、ソーシャルワーカー、患者さんの家族の方達との研

修や他介護体験談・苦労話等の話合い 

活動日時 毎月 月曜日、第３金曜日  2～3時間 

活動場所 市立輪島病院 

設立年月 平成 15年１１月 会 費 なし 

会員数 ６名 会員募集 している 

メッセージ 
介護に興味のある方でも、どなたでも参加できます。 

介護の勉強にもなりますので参加してみませんか？ 

№３１ 

グループ名 たんぽぽの会 

代表者 高森 百合子 

活動内容 

ふれあい工房あぎしの収穫祭 

特別養護老人ホームあかかみにタオルの寄付 

障害者の保護者の勉強会の時の子供の見守り 

活動日時 指定された日・時間に合わせて行う 

活動場所 指定された場所 

設立年月 平成 1２年２月 会 費 年/1.000円 

会員数 14名 会員募集 していない 

メッセージ 老人から子供達、幅広く交流し、楽しく活動したいです。 
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施設関係 

№３２ 

グループ名 仁岸ボランティアチーム 

代表者 西谷 健次 

活動内容 施設でのシーツ交換に参加しております。 

活動日時 第 3水曜日 午前 9時３０分～1１時 

活動場所 特別養護老人ホームあかかみ 

設立年月 平成１９年４月 会 費 なし 

会員数 ８名 会員募集 している 

メッセージ いろいろな話がもちあがり楽しいひと時をすごし健康にもなります。 

№３３ 

グループ名 諸岡福祉推進チーム 

代表者 山本 則行 

活動内容 シーツ交換と配食 

活動日時 第１水曜日 午前９時～１１時  

活動場所 特別養護老人ホームあかかみ 

設立年月 平成 3年 1月 会 費 なし 

会員数 ２１名 会員募集 している 

メッセージ チーム自体が高齢化している為、若い人達に入って欲しいです。 

 

№３４                             

グループ名 百寿苑喫茶ボランティア「すずらん」 

代表者 鵜島 順子 

活動内容 

月１回入苑者の方にコーヒー・ココア・こぶ茶を入れ、おやつと共に 

テーブルへ運び、楽しくお話をしています。８月の盆踊り大会では焼きソバを焼

き、踊りの輪に一緒に交えてもらい一時を過ごします。 

活動日時 毎月第 3土曜日（変更あり）午後 2時から４時 

活動場所 介護老人保健施設百寿苑 2F 特設喫茶室 

設立年月 平成 1１年３月 会 費 なし 

会員数 １１名 会員募集 している 

メッセージ 

今のところ人員は不足していませんが、ご希望の方はいつどもどうぞ。誰でも必

ず年をとるのですが、いかに上手に素晴しく年をとっていくか、先輩の方達をお

手本に、自分達もあのようなお年寄りになれればと目標にさせていただいており

ます。会員相互和気あいあいのグループです。 
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食関係 

№３５                                   

グループ名 あぎしボランティアグループ 

代表者 中村 博 

活動内容 阿岸地区のひとり暮らしの高齢者を対象とした配食サービス 

活動日時 配食サービス 年 6回  午前８時頃から１１時３０分頃 

活動場所 あぎしコンベンションホール 

設立年月 平成 5年４月 会 費 なし 

会員数 １４名 会員募集 している 

メッセージ 
毎年対象者が増えているように思うが、それでも元気な方が多いと思ってい

る。 

  №３６ 

グループ名 あすなろボランティアグループ 

代表者 垣内 正三 

活動内容 地域の 75才以上の独居老人への配食サービス及び見守りを行っています。 

活動日時 配食サービス 年６回  午前８時頃から１２時 

活動場所 あすなろ交流館（浦上公民館） 

設立年月 平成 1０年４月 会 費 なし 

会員数 １３名 会員募集 していない 

№３７ 

グループ名 くしひボランティアグループ 

代表者 丹圃 俊記 

活動内容 
年６回、地域の 75才以上のひとり暮らし及び８０才以上の高齢者夫婦に手作

りのお弁当を届けています。 

活動日時 配食サービス 年６回 

活動場所 門前公民館、門前地域 

設立年月 平成 5年４月 会 費 なし 

会員数 ２７名 会員募集 していない 

№３８ 

グループ名 七浦
し つ ら

福祉推進チーム 

代表者 船本 良友 

活動内容 年に６回弁当を一人住まいのお年寄りに届けている。 

活動日時 配食サービス 年 6回  活動場所 七浦公民館 調理実習室 

設立年月    平成５年４月 会 費 なし 

会員数 １７名 会員募集        している 
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食関係 

№３９ 

グループ名 すいせんグループ 

代表者 池田 静枝 

活動内容 年１回（４月） 独居老人に弁当を作り配っている 

活動日時 年１回（４月） 前日半日 準備 当日半日 合計６時間程 

活動場所 七浦公民館 会 費 なし 

会員数 ５名 会員募集 している 

メッセージ 
会員３名が高齢者（７５歳）となり、５年前から外れて、現在の５名に頼んで、無

理矢理、年１回なので、維持しているのが現状です。 

 

№４０ 

グループ名 サロンにぎし 

代表者 中西 敏行 

活動内容 ７５歳以上の独居老人宅への配食サービス 

活動日時 ２月・３月・４月・５月・６月・１１月の第３火曜日 午前８時～１２時 

活動場所 釼地公民館 

設立年月 平成 8年３月 会 費 なし 

会員数 ４１名 会員募集 している 

メッセージ ボランティアの高齢化担い手が不足し対象者は年々増加しています。 

№４１ 

グループ名 じんのび会 

代表者 松井 昭作 

活動内容 

７５歳以上の１人暮らし及び８０歳以上の夫婦世帯へ手作りのお弁当を届け

る。訪問して、お話しする事で安否確認が出来ます。敬老会には８０歳以上の

人を招待し参加できない人にお祝いを届ける。 

活動日時  配食サービス  ２カ月に１回      敬老会 

活動場所  諸岡公民館 

設立年月    平成８年３月 会 費 なし 

会員数 ２４名 会員募集 している 

 

 

 

 



17 

食関係 

№４２ 

グループ名 ボランティアグループしおさい 

代表者 高出 一明 

活動内容 独居老人を対象に、見守りを兼ねた年６回の配食サービスの弁当作り。 

活動日時 配食 年６回 午前中 活動場所 黒島公民館（黒島地区） 町内 

設立年月 平成５年４月 会 費 なし 

会員数 ２３名 会員募集 している 

メッセージ 入会していい汗をながしませんか？ 

№４３ 

グループ名 ボランティアグループ本郷 

代表者 向 民夫 

活動内容 
本郷地区の一人暮らし及び寝たきり者に対し、弁当の配布を通じて定期訪問

による安否・近況確認。 

活動日時 年６回（偶数月） 活動場所 本郷公民館（本郷地区全域） 

設立年月 平成５年４月 会 費 なし 

会員数 １８名 会員募集 してない 

№４４ 

グループ名 むぎやの会 

代表者 岡本 八重子 

活動内容 
年に５回弁当を、独り住まいのお年寄りに届けている。年に１回独り住まいの高

齢者に集まって貰い、公民館で会食の饗応をしている。 

活動日時 配食サービス 年５回   給食サービス 年１回 

活動場所 七浦公民館 調理実習室 

設立年月 平成５年４月 会 費 なし 

会員数 ２２名 会員募集 している 

№４５ 

グループ名 輪島市食生活改善推進協議会 門前支部 

代表者 小谷 眞知子 

活動内容 食育料理教室、男性の料理教室、生活習慣病予防のための料理教室など。 

活動日時 不定期 活動場所 門前保健センター、公民館 

設立年月 昭和４７年４月 会 費 年/７００円 

会員数 １７４名 会員募集 している 

メッセージ 
地域に食の大切さを伝えながら、地域に寄り添い、食育で健康づくり・まちづく

りができたらと願って活動しています。 
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食関係・福祉関係 

№４６ 

グループ名 輪島市食生活改善推進協議会 輪島支部 

代表者 中斉 美知子 

活動内容 食育料理教室、男性の料理教室、生活習慣病予防のための料理教室など。 

活動日時 不定期 

活動場所 輪島市ふれあい健康センター、各地区公民館 

設立年月 昭和４６年４月 会 費 年/７００円 

会員数 １０４名 会員募集 している 

メッセージ 
地域に食の大切さを伝えながら、地域に寄り添い、食育で健康づくり・まちづくり

ができたらと願って活動しています。 

 

 

№４７ 

グループ名 音訳サークル「小波
さざなみ

」 

代表者 中宮 章子 

活動内容 視覚障害者に対する朗読奉仕 

活動日時 毎月第 1・３金曜日 午後１時～午後４時３０分 

活動場所 輪島市文化会館 2F（ボランティアルーム） 

設立年月 平成 4年 9月 会 費 なし 

会員数 ８名 会員募集 している 

メッセージ 朗読の好きな人、おいで下さい。 

 

№４８ 

グループ名 ぽっかぽかサロン 

代表者 的場 宏子 

活動内容 
デイサービス（75歳以上の会員を対象に軽運動、各種ゲーム、手芸、工芸、紙

芝居、手遊び、各種講座）昼食は季節に応じた料理をスタッフが手作りする。 

活動日時 
毎月１回 午前９時から午後３時２０分（会員） 

午前８時４０分～午後５時（スタッフ）  

活動場所 浦上公民館 

設立年月 平成９年１０月 会 費 回/２００円 

会員数 ７名（スタッフ） 会員募集 している 

メッセージ 会員の方のお世話をして共に楽しんでいます。いつでも会員を募集しています。 
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福祉関係 

№４９ 

グループ名 傾聴
けいちょう

ボランティア 元気かいね 

代表者 安原 弘子 

活動内容 

・閉じこもりがちな高齢者を元気づけることを目的に訪問し、話し相手をする。 

・一人暮らしの高齢者に対し電話を活用した傾聴を行う。 

・会員随時募集を持ち情報交換や研修を行い、知識・認識の向上を図る。 

活動日時 
・自宅訪問による傾聴 月１回１時間 

・電訪コールによる傾聴 月２回（月曜～金曜２時間） 

活動場所 各希望者宅および輪島市文化会館ボランティアルーム 

設立年月 平成１１年１月 会 費 なし 

会員数 １７名 会員募集 している 

メッセージ 
皆さんに喜ばれるやりがいのある活動です。講座を受けて一緒に活動しません

か？ 

№５０ 

グループ名 ねこの手 

代表者 下 善裕 

活動内容 
困った時のねこ頼み！まさに忙しい時だけでも必要な「ねこの手」たちが出来る

だけご要望にお応えします。 

活動日時 
不定期活動ですが、こんな時「ちょっと手助けが欲しい」とき要請があれば、調

整し出動。 

活動場所 会員が行けそうな 時間・場所が整えば ＯＫ！ 

設立年月 平成２６年８月 会 費 年/1,000円 

会員数 ８名 会員募集 している 

メッセージ ねこのような しなやかな動きで 対応します。気まぐれなときも 愛嬌で！ 

№５１ 

グループ名 手話サークル「水芭蕉」 

代表者 川上 朋子 

活動内容 手話コーラスをしたり、手話を勉強しています。 

活動日時 毎週土曜日 午後１時３０分～３時３０分 

活動場所 輪島市ふれあいセンター  ボランティアルーム 

設立年月 平成６年１月 会 費 年/1,200円 月/100円 

会員数 １０名 会員募集 している 

メッセージ いつでも入会できます。楽しく手話を学びましょう。 

 

 

http://ameblo.jp/mayune-sign/image-10037489851-10024271834.html
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福祉関係 

№５２ 

グループ名 メンタルヘルスボランティア「ふたば友の会」 

代表者 柿本 利子 

活動内容 

地域の精神障害の人への理解を深め、支援活動を行う。 

・精神保健やボランティアに関する講演会などへ参加 

・一般市民を対象に精神保健向上に関して、講演会を主催（年１回） 

・広報パンフレットの配布や、手作り品の販売など 

・週１回、２名がワークショップふたばで作業などの手伝い 

・障害者との行事を通して交流しお互いに楽しい時間をもつ 

活動日時 ワークショップふたば作業所、二勢プラザ、柿本邸 

活動場所 ①月１回程 金曜日 13:30～15:30 ②毎週月曜日の午前中 

設立年月 平成１０年５月 会 費 年/1,000円 

会員数 １４名 会員募集 している 

メッセージ 

会員ひとり一人の持ち味を活かし小さな力を大きな活動に繋げるパッチワーク

のような会でありたい。無理せず出来ることを仲良く楽しくやる会です。やって

みようかなと思う方、お待ちしています。 

 

№５３ 

グループ名 手話サークル「なみ」 

代表者 橋本 若葉 

活動内容 手話を通じて社会福祉活動 

 

№５４ 

グループ名 輪島地区更生保護女性会 

代表者 三谷 みはる 

活動内容 
市内の保護司会と連携して「社会を明るくする運動」などを通して、立ち直りの

できる犯罪や非行のない地域社会づくりを目指す。 

活動日時 社会を明るくする運動期間、毎月第２日曜日 その他 

設立年月 昭和 46年 4月 会 費 年/1000円 

会員数 70名 会員募集 している 

メッセージ 
犯罪や非行のない明るい地域社会づくりを目指して、女性として何ができるか

を考えています。 
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福祉関係 

№５５ 

グループ名 輪島市災害ボランティアの会 

代表者 三谷 みはる 

活動内容 

平成 19年の能登半島地震の時から被災地の地元ボランティアとして活動。 

平成 23年の東日本大震災後「和みバッグ」を制作し被災者へ送り続けてい

る。 

活動日時 月１回 水曜日 午前１０時～１２時 

活動場所 輪島市文化会館２Ｆボランティアルーム 

設立年月 平成 19年 5月 会 費 なし 

会員数  会員募集 している 

メッセージ 

能登半島地震の被災体験をいかし、みんながつながっている社会をめざしま

す。東日本の被災者のことを忘れず、少しでも心を和ます支援をしていきたい

です。 

№５６ 

グループ名 ふれあいサロンもんぜん 

代表者 稲垣 知子 

活動内容 

目標―引きこもり解消、居場所づくり・仲間づくり 

スポーツ的行事・講座・レクレーション的行事・工作・防災・バス遠足・趣味的

なこと｝スタッフ・会員の要欲を取り入れながら計画・実施している。 

活動日時 年間１０回（８月と１月は休み）基本第３木曜日 午前１０時～午後１時 

活動場所 輪島市門前保健センター別館と本館２階 

設立年月 平成 24年 4月 会 費 月/500円+米１合 

会員数 ８0名 会員募集 している 

メッセージ 
毎回、「来てよかった」「楽しかった」との声が多く聞けるような行事を用意して

いますので、是非参加を！ 

№５７ 

グループ名 ドリームパンプキン 

代表者 井上 珠世 

活動内容 
NPO法人 夢かぼちゃ の活動支援 

地域に誰もが気軽に立ち寄る所の提供 

活動日時 必要に応じて集まっている 活動場所 NPO法人 夢かぼちゃ 

設立年月 平成 15年 7月 会 費 なし 

会員数 3７名 会員募集 している 

メッセージ 
障がいのある方、高齢の方など、みんなの地域参加を願い活動しています。

一人でも多くの方の参加をお待ちしています。 
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福祉関係 

№５８ 

グループ名 スーハ―マンプロジェクト 

代表者 澤田 慎一郎 

活動内容 

心・メンタルヘルス・アンガーマネジメント（怒りへの対処法）などのお話し会・プ

チ講座など。点で描くキレイなマンダラアートから高齢者の方を対象にした、体

を動かすお元気塾など。 

活動日時 特にきめていないです。 

活動場所 依頼があった場所。その他どこでも。 

設立年月 平成 24年１月 会 費 なし 

会員数 ３名 会員募集 していない 

メッセージ 

私達は介護福祉士や社会保険労務士、介護予防運動指導員です。座学の

講座や、体を動かすものまで３人の出来ることを複数用意していますので、地

域コミュニティ（ママさん、町内、グループ、会礼など）お呼びいただけたら、少

人数でも全くかまいません。出向いてもいきます。よろしくお願いします。 

 

№５９ 

グループ名 輪島要約筆記サークル 

代表者 高 裕美 

活動内容 

聞こえない、または聞こえにくい方（難聴者）を対象に話し手の言葉をその場

で文字にして伝える活動をしています。大きな会場では、OHP・OHCを使用

し、スクリーンに映し出します。個人を対象とする場ではノートテイク（紙に書く）

で伝えます。聴覚障害者と交流し、聴覚障害者と健聴者が隔てなく、共に社

会参加していくことを目的に活動しています。 

活動日時 
① 例会  毎月第 3日曜日  午後 1時 30分～4時 

② 学習会 聴覚障害者との交流 随時 

活動場所 奥能登（２市２町）一円、ふれあい健康センターボランティアルーム 

設立年月 平成 5年 会 費 年/1,000円 

会員数 ５名 会員募集 している 

メッセージ 
多くの人に要約筆記を知っていただき見て欲しいです。気楽に見学に来て下

さい。 
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福祉関係 

№６０  

グループ名 輪島わくわくおもちゃの図書館 

代表者 尾坂 里美 

活動内容 

・児童センターに設置してある「おもちゃ図書館」のボランティア（貸出、おもち

ゃ選び、交流会、研修会の実施） 

・おもちゃの図書館全国連絡会との情報交換 

活動日時 月１回程度 

活動場所 輪島市子育て支援センター・輪島市児童センター 

設立年月 平成２８年４月 会 費 なし 

会員数 １２名 会員募集 していない 

メッセージ 
おもちゃは遊びを豊かにする道具です。障がいのある子もない子も、共に遊び

交流し育ち合う場になりますように!! 

 

№６１ 

グループ名 子育て応援「キャロットのと」 

代表者 坂下 真奈美 

活動内容 
・障害児本人とその家族への寄り添い 支援を目的とする。 

・地域ボランティア参加 

活動日時 月１回（土曜日）  AM１０：００～１４：００ 

活動場所 交流サロン「語馬処」 

設立年月 平成２８年４月 会 費 年/２,000円 

会員数 ４名 会員募集 していない 

 

№６２ 

グループ名 輪島語り部の会 

代表者 高出 一明 

活動内容 災害や防災について語り、輪島市の災害を忘れないよう語り伝えていく 

活動日時 不定期 依頼を受けたら活動 活動場所 依頼があった場所 

設立年月 平成２８年６月 会 費 なし 

会員数 ４名 会員募集 している 

メッセージ 伝えよう能登半島地震 
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町づくり関係 

№６３ 

グループ名 剱地
つるぎぢ

海友
かいゆう

会 

代表者 小松 勝二 

活動内容 海岸清掃、公道草刈り   各種イベントの会場整備、準備及び後片付け 

活動日時 不定期 活動場所 剱地地内 

設立年月 昭和 64年 1月 会 費 年/1,000円 

会員数 44名 会員募集 している 

№６４ 

グループ名 輪島・穴水防犯協会仁岸支部 

代表者 長澤 一夫 

活動内容 
琴ヶ浜海水浴場の警告看板の設置収納（7月～8月） 

門前西小学校児童の登下校の見守り （平成 18年より） 

活動日時 月曜日～金曜日  午前７時１５分～７時４５分   午後３時～４時 

活動場所 剱地バス停周辺 

設立年月 平成１１年１月 会員数 １１名 

№６５ 

グループ名 輪島市ウォーキング協会 

代表者 吉岡 邦男 

活動内容 市内のウォーキングに関する各種団体のとりまとめ連絡調整を行っています。 

活動日時 不定（イベントによる） 活動場所 市内（イベントによる） 

設立年月 平成 21年 12月 会 費 なし 

メッセージ 

ウォーキングに関する啓発及び各種の事業を推進することにより、市民の健康

増進に寄与するとともに、相互の親睦を図り、地域の自然や文化に親しみ、ふ

るさとを守り育くむ豊かな心の涵養を図ることを目的としています。 

№６６ 

グループ名 観光案内人クラブ 「輪島あかり人」 

代表者 谷内 家次守 

活動内容 
輪島市内及び奥能登地域の観光案内主に①市内コース約９０分 ②市内コ

ース約１２０分 ③奥能登コース４～５時間 

活動日時 １月１日～３日休み  利用日の５日前に要予約 実施時間８：００～１７：００ 

活動場所 輪島市内及び奥能登地域 

設立年月 平成２４年４月 会 費 年/1,000円 

会員数 ２５名 会員募集 している 

メッセージ お客様の希望に応じて、コースを設定し、ご案内します。 
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町づくり関係 

№６７ 

グループ名 門前地区老人愛好会 

代表者 袖浦 正栄 

活動内容 
老人ホームあかかみ及び公共施設周辺の草刈り、清掃などを毎年春（６

月）・秋（９月）の２回実施しています。 

活動日時 年２回（６月、９月頃） 午前８時３０分～１１時５０分 

活動場所 特別養護老人ホームあかかみおよび周辺の公共施設 

設立年月 平成４年４月 会 費 年/1,500円 

会員数 ６２名 会員募集 している 

メッセージ 
高齢者なりに少しでも地域社会に役立ちたいとの思いで、草刈機その燃料や

鎌など持参で頑張っています。※入会条件・門前地区老友会会員であること 

№６８ 

グループ名 門前東小学校児童安全育成委員会 

代表者 内田 圭志 

活動内容 
学校が定めた通学路のうち必要と思われる場所において、決められた時間

に巡回及び街頭指導を行う。 

活動日時 月曜日～金曜日 児童の登下校時 

活動場所 学校が定めた通学路のうち必要と思われる場所 

設立年月 平成１８年９月 会員数 １２６名 

メッセージ 
学校・保護者・地域が一体となり、児童の安全確保、健全な育成の為、がん

ばりましょう。 

№６９ 

グループ名 花
はな

咲
さ

かくらぶ 

代表者 谷内 孝吉 

活動内容 

輪島を心和む美しい町にしようと花を植える活動をしています。また、河井小

学校の子ども達と、さつまいも、きゅうり、トマトを植え収穫します。また水田にも

ち米を植え、秋に稲刈りをして、もちつきをしています。 

活動日時 

輪島市文化会館の花壇、河井小学校（さつまいも、きゅうり、トマト畑）、輪島漆

芸美術館（ゴーヤのグリーンカーテン）、かわい保育園・河井児童クラブ・三角

州等の花植え。年 10～15回 約 2時間 

活動場所 輪島市文化会館 石川県輪島塗芸美術館 河井小学校 かわい保育園など 

設立年月 平成 11年 5月 会 費 なし 

会員数 １４名 会員募集 している 

メッセージ 
年々、花咲かくらぶは活動が評判になり、活動が多くなり、喜ぶ反面、会員の

高齢化により体力不足を感じるようになり、新規会員の補強をしていきたい。 
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平成２８年１１月現在 

 

 

・図書館などで子どものための 

お話し会開催 

・布や木のおもちゃを手作り 

 

・施設でシーツ交換や洗濯物たた 

み、喫茶や行事のお手伝い 

 

・精神障がい者の社会生活支援 

・視覚障がい者への音訳サービス 

・要約筆記協力 

・手話通訳や技術向上のための勉強 

・傾聴ボランティア など 

 

・施設、イベント等で歌や踊り、 

剣舞、大正琴、ハンドベル、 

三味線、手品等を披露 

 

・地区での配食サービス 

・食生活改善のための活動 

・福祉施設や道路などの草刈清掃 

・児童登下校時の見守り 

・園芸活動で町づくり 

・観光案内ボランティア 

発行 社会福祉法人 輪島市社会福祉協議会 

輪島市ボランティアセンター 

≪本  所≫ 

〒928-0001 

輪島市河井町 2部 287番地 1 

（輪島市ふれあい健康センター内） 

TEL22-2219 FAX22-9627 

≪門前支所≫ 

〒927-2153 

輪島市門前町深田 21の 17番地 1 

（輪島市門前保健センター内） 

TEL42-0772 FAX42-0901 

Ｅメール（共通） ： washakyo@aqua.ocn.ne.jp 

 

 


