ボランティアセンター登録ボランティア団体一覧
№

グループ名

活動内容

1 旭子ども安全パトロール隊

小学生（旭丘小、北陽小）の登下校時の見守りを行っている。

2 あい・サポート白山

視覚障がい者のガイドヘルパーを行っている。

3 あやめ会

千代野地区の利用者にふれあい給食の配食サービスを行っている。

4 歌のボランティアグループほがらか 高齢者福祉施設での慰問を行っている。童謡、ナツメロ等を歌ったり、日舞、仕舞い、フラダンス等を披露している。
5 オレンジ劇団

福祉施設等での演芸ショーによる慰問を行っている。

6 柏野ボランティアグループ

松美苑でのシーツ交換、セルプあさがおでの作業支援、ふれあい給食サービスの配食を行っている。

7 琴修会旭ヶ丘公民館カトレア

高齢者福祉施設での大正琴の演奏を行っている。安らぎを感じて頂けるよう演奏しています。

8 傾聴ボランティア聴蝶

特別養護老人施設やグループホーム・ケアハウス・個人宅等を訪問し、傾聴と生活支援を行っている。
美育、食育セミナーや健康についてのセミナー、公共施設や小・中学校への花のいけこみ、子供達の農業体験の手伝

9 健康生活ネットワーク ホットハート い、児童作品展の展示や準備の手伝を行っている。
10 郷ボランティア会

福寿園での洗濯物整理、光野デイサービスでのシーツ交換、郷公民館グラウンドでの草むしり、南ケアセンターの夏祭
り等で踊り子として参加している。

11 こっこ’S

「おやこの広場あさがお」を利用する親子の遊び相手や話し相手、子どもの見守りや行事・イベントの準備、当日の手伝
い、製作物の作業を行っている。

12 シャルウイダンスサークル

老人ホームへ慰問訪問し社交ダンスを披露、ダンスを教えている。

13 たんぽぽの会

精神障害者・認知症高齢者との交流、作業所・病院・デイサービスでの支援を行っている。

14 千代野枝の会

施設での洗髪後のドライヤーによる整髪、お茶出し、話し相手等。施設行事のお手伝い。地区公民館での地区社協主
催の行事のお手伝いを行っている。

15 出城ボランティアグループ
16 てんとうむし

高齢者施設・病院での支援、一人暮らし高齢者への慰問、地区敬老会のお手伝い、総会・地区連絡会の実施等を行っ
ている。
視覚障がい者の方々の希望にそって点訳による情報提供、視覚障がい者との交流。点訳技術のスキルアップ研修を
行っている。

17 ともしび

身体障害者協会より依頼を受けて障害者の介助、同行を行っている。

18 中奥ボランティア会

福寿園でのシーツ交換、洗濯物整理、絆での奉仕作業、ふれあい給食の配食、地域事業の支援を行っている。
ＪＲ松任駅南緑地に展示されているＳＬ「Ｄ５１８２２号車」の安全確保及び美観維持のため、車両の点検整備と周辺部

19 ＪＲ西日本鉄道ＯＢ会 金松会支部 の清掃を行っている。
20 白山市交通安全協会

交通事故の防止及び交通安全啓発活動（街頭指導・啓発活動）を行っている。

白山市健康づくり推進員連絡協議
21 会

各地区での健康づくりに関する講座・教室等の自主的な開催を行っている。

22 白山音訳の会 草笛
23 白山市国際交流協会
白山市食生活改善推進協議会 松

24 任ブロック

白山市認知症の人と家族の会（家

市が発行する広報誌、社協が発行する広報誌等を音訳してCDを作製、利用者に発送する。その他障害者協会発行の
冊子等利用者のリクエストに応じて音訳を行っている。
外国人への日本語指導、外国絵本の図書館での読み聞かせ、通訳の派遣、国際理解教室へのボランティア講師を派
遣している。
幼児から高齢者の食育活動を行っている。朝食の啓発、生活習慣病予防教室等。

25 族の会レインボー）

認知症の人・介護家族間の情報交換、交流会、介護技術学習会、講演会、介護者のリフレッシュ事業、認知症出前講
座、電話相談、赤い羽根街頭募金を行っている。

26 白山市民生委員児童委員協議会

地域の高齢者や障害のある方の安否確認と見守り、子ども達への声掛け、医療や介護の悩み、子育ての不安等、生
活上の心配事の相談に応じ必要な支援が受けられるよう専門機関のつなぎ役として活動を行っている。

27 白山・野々市災害ボランティア会

災害ボランティア活動全般。防災・減災における勉強会を通じて、会員が地元でリーダー的役割が出来る人材の育成を
目指している。被災地支援を行っている。

28 はまなすボランティアグループ

松美苑・つるべ荘へ訪問しシーツ交換及び洗濯物整理、ふれあい給食の配食を行っている。

29 林中ボランティアグループ

福寿園での洗濯物整理、ひとり暮らし高齢者・要援護者を励ます会等の地域事業への協力、林中公民館の行事に参
加している。

30 ひびきグループ

施設利用者への支援を行っている。作業補助、トイレ、食事、移動の介助、外出支援等。

31 ひまわりグループ

33 蕪城っ子見守り隊

松美苑での洗濯物整理、夏祭りのお手伝いを行っている。
介護関連、子育て支援関連、地域交流での足湯、フットセラピー、ハンドセラピー、ヘッドセラピーなどの施術を行ってい
る。
蕪城小学校の児童の登下校時に見守り・声掛け等を行っている。

34 白山市山島福祉推進委員会

高齢者を招待しての会食会、高齢者世帯の見守り活動、要援護世帯の除雪協力等を行っている。

仮認定特定非営利活動法人 プウ
35 プ

高齢者、障害者、子供、男女を問わず地域で交流できるように居場所を開催し、孤独や孤立がないような地域を目指し
ている。

32 フットセラピー ＳＰＩＲＯ

36 特定非営利活動法人 こぐまの家

地域密着型の通所介護サービス、障害者日中一時支援サービス等を行っている。
フェスティーボ ウィンド アンサンブ
吹奏楽コンサートの開催、イベント出演、高齢者施設等での慰問演奏を行っている。
37 ル
野外体験活動、清掃・植樹・募金活動、国際交流活動を行っている。
38 ボーイスカウト松任第１団

39 ボランティア・グループ「白山会」

高齢者施設での慰問を行っている。歌や舞踊で楽しんでいただいている。

40 しゅしゅ

市民の方が持って来た使用済み切手を整理して福祉団体に送り、現金に換えてもらって福祉に役立ててもらう。小物作
りをして、福祉団体に寄付を行っている。

41 ボランティア弓堀

松美苑でのシーツ交換・洗濯物整理・盆踊り参加、配食サービスのお手伝い、福祉のつどい、福祉講座、いきいきサロ
ンを行っている。

№

グループ名

活動内容

42 松任おはなしの会

語り(素話・ストリーテリング)、絵本の読み聞かせ、わらべ歌、手遊び、詩朗読、小道具を使ったお話を行っている。

43 松任手話サークルいなほ

聴覚障害者の生活を知り学ぶ。手話の学習や行事に参加し交流をする。関連団体の学習会や講演会に参加し視野を
広げている。

44 松任手話サークル 和の会

聴覚障害者との交流の中で聞こえないことへの理解を深める。手話の学習。社会への啓発活動を行っている。

45 松任地区スクールサポート隊

松任地区内小学校（松任・北陽・蕪城）児童が、毎日安心・安全に登下校出来るよう主要道路において見守り活動を
行っている。

46 松任要約筆記サークル

聴覚障害者支援。要約筆記の学習。福祉事業への協力を行っている。

47 みたらし福祉会

松任石川中央病院でのガーゼ・枕カバー・新聞たたみを行っている。

48 宮保ボランティアグループ

松美苑にて洗濯たたみ、千代野デイサービスにて入浴介助補助、セルㇷ゚あさがおにて段ボール箱作り作業、宮保地区
内にて一人暮らし高齢者宅の慰問を行っている。

49 リハビリ木曜会サポート隊

白山リハビリ木曜会の活動補助を行っている。

50 コーラスささゆり

福祉施設、サロン等での歌のボランティアを行っている。

51 音楽活動支援グループ「ラルゴ」

音楽活動実施のための支援・楽しんで聴いていただくためのコンサート（演奏）活動。

52 フェルマータ

施設でのハンドベル演奏を行っている。一緒に演奏したり、歌ったり、手足を動かしたり、すず等を鳴らしたりしている。

53 ロンド

施設での音楽支援活動を行っている。歌ったり、楽器を鳴らしたり、手足を動かしたりする。

54 運転ボランティア ドライブー

白山市が行うカーメイト支援事業の運転ボランティアとして活動を行っている。

55 大正琴 すみれ会

地域の老人ホームにて、大正琴・唄・リズムダンスによる慰問演奏を行っている。

56 ココロード・つるぎ

旧石川総線の鶴来地域の電車の駅内に置き傘をして、急な雨降時に使用していただく活動を行っている。

57 琴城流大正琴 琴桂会

高齢者・長期療養者の施設へ慰問し、地域福祉のボランティア等を行っている。

58 しおん会

古着やタオル、シーツ等で布ティシュを作り、施設へお届けしている。

59 鶴来手話サークル白山

白山市聴覚障害者協会と連携して、ろう者との交流を深め、聴覚障害への理解と解決に向けて地域福祉の向上に寄
与する。手話の学習と普及を目指している。

60 鶴来女性の会なでしこの会

大門園・あじさいの郷での歌やフォークダンス・シーツ交換・清掃・繕い物・傾聴等を行っている。

61 鶴来生活学校

消費者の自立、食と生活環境・高齢化社会の対応を行っている。

62 鶴来美容グループ ささゆりの会

特別養護老人ホームや病院等で出張して髪のカットを行っている。

63 でんでん虫の会

障害を持つ人とその家族との親睦交流会（そば打ち・バーベキュー等）、バザーへ提供する作品作りを行っている。
白山市食生活改善推進協議会鶴来
食生活に対する改善・生活習慣病予防の推進、調理実習を行っている。
64 ブロック
65 白山市立鶴来図書館ボランティア おはなし・ブックスタート・本の修理・書架整理等を行っている。

66 花の会・つるぎ

公共施設での花壇作りを行い、花いっぱいのまちづくりを目指している。

67 日御子なつめクラブ

ふれあいサロンひのみこの企画運営を行っている。

68 ふるさと民話の会

郷土に古くから伝わる民話を紙芝居として製作し、地域の保育所・児童館・高齢者施設等にて披露している。

69 蔵山舞踊サークル

公民館・施設での歌謡舞踊訪問を行っている。
特定非営利活動法人加賀白山よう
観光ボランティアガイドを行っている。
70 ござった
美川地域在住高校生の積極的な社会参加及び自己の向上を図ることを目的に、地域事業や少年育成・福祉事業等に
71 スピリッツ
関わるボランティア活動を行っている。
美川地域在住中学生の積極的な社会参加及び自己の向上を図ることを目的に、地域事業や少年育成・福祉事業等に
72 スピリッツジュニア
関わるボランティア活動を行っている。
美川地域在住の青年達の積極的な社会参加及び自己の向上を図ることを目的に、地域事業や少年育成・福祉事業等
73 スピリッツＣＯＬＯＲＳ
に関わるボランティア活動を行っている。
あいさつ声掛け運動・啓発活動、ハロークリーン作戦、地域イベントの運営協力を行い、あいさつが自然と飛び交う明る
ハロークラブ
74
い街づくりを目指している。

75 白山市美川地区更生保護女性会

更生保護施設・矯正施設等の援助。犯罪予防活動の実施。社会を明るくする運動に参加している。

白山市観光ボランティアガイド美川
76 おかえりの会

美川を訪れる観光客や市民に対し、北前船で栄えた美川の歴史・祭り・伝統工芸・特産品を紹介し、観光振興に寄与し
ている。

77 美川おはなし会

小学校や図書館・児童館・保育園での、お話し（絵本・紙芝居・素読み・パネルシアター等）の読み聞かせを行っている。
はりんこ（トミヨ）の保護を中心とした自然環境保全活動、安産川の水草刈り、小学生を対象とした自然観察会等を行っ
ている。
図書・書架の整理、本の補修、乳幼児・小学生向けおはなし・紙芝居の会、館内の美化作業、図書館行事のお手伝い
等を行っている。

78 美川自然人クラブ
79 美川図書館ボランティアグループ
80 若草町安全パトロール隊

夜間における犯罪予防及び火の用心活動、小学校周辺における登校児童の見守り活動を行っている。

81 かしま安全パトロール隊

鹿島町内の防犯見回り、通学路における学童の安全見守りを行っている。

82 鹿島平見守り隊

通学路での学童の登下校時の見守りを行っている。

83 蓮池町子ども見守り隊

小学生の登下校の見守り、子供との挨拶や交通安全の指導等を行っている。

84 平加町安全パトロール隊

通学路における学童の安全見守りを行っている。

白山市食生活改善推進協議会山麓 高齢者（ひとり暮らし・高齢者のみ世帯）への配食サービス事業、料理教室等の地区社協行事のお手伝い、文化祭・各
85 ブロック鳥越地区
種研修会へ参加している。

86 あまさお会 青い鳥

施設周辺の草刈・ガラス拭き、行事の準備等を行っている。

№

グループ名

87 河内ボランティアの会
白山市食生活改善推進協議会山麓

活動内容
高齢者訪問事業（絵手紙作成・おはぎ作り）。沿道・交差点・ポケットパークの花植え、草取り、水やり、花柄つみ等管
理。一人暮らし高齢者へのお弁当の配食。大門園の運動会・盆踊りの手伝い。地区敬老会の手伝いを行っている。

88 ブロック河内地区

一人・二人暮らし高齢者への配食の弁当を作り、配達を行っている。

89 白山麓おはなしの会

学童・乳幼児・高齢者とその家族を対象に、手遊び、わらべ歌、パネルシアター、紙芝居、ペープサートを混えた読み聞
かせを行っている。

90 くろゆりボランティアグループ

特別養護老人ホーム大門園でのシーツ交換、お話し相手になって入居者の皆様とのふれあいを大切にしている。

白山市食生活改善推進協議会山麓 一人暮らし高齢者の為のお弁当を作り、配食サービスを行っている。食に関する講座を受けたり、調理実習をして食の
安全に取り組んでいる。

91 ブロック吉野谷地区
92 やまびこサロン

大門園内にて喫茶コーナーを開設し、入居者の方々と会話を通してコミュニケーションを取る活動を行っている。

93 吉野谷女性の会

施設・地域の方々との交流を深め、各種行事への参加・お手伝い等積極的に参加しています。

94 尾口ボランティア かたくりの会

配食の食事作りと配布、花壇の草むしり、高齢者へのおはぎ作りと配布、ラベンダーの苗作りと摘み取り・乾燥・袋作
り、ウルトラマラソンのおかゆ作りと給水・おやつ配布を行っている。

白山市食生活改善推進協議会山麓

95 ブロック尾口地区
96 オダマキの会

一人暮らしの配食サービス、高齢者のおやつ作り、各種料理教室を行っている。

97 こでまりの会

配食サービス調理、サロン等地区行事の手伝いを行っている。

配食サービス、老人ホーム訪問、ふれあいサロン・地区行事に参加している。

98 こぶし会

老人ホーム・ケアセンター等で日本民謡の踊りを披露している。
白山市食生活改善推進協議会山麓
高齢者への配食弁当作り・サロン等のお手伝い、地区活動への参加を行っている。
99 ブロック白峰地区
地区内施設の清掃・草取り、福祉施設での夏祭りに参加している。
100 桑島女性の会

101 白峰女性の会

地区内の清掃や高齢者の活動支援、施設訪問を行っている。

102 白山手取川ジオパーク推進協議会 小中学校におけるジオパークを通じたふるさと学習の支援等を行っている。
103 マジシャンイーグルズ

マジックを愛する仲間の親睦と融和を第一義として交流関係を深めるとともに、マジックを通じて地域の人々に感動と喜
びを与える。

104 桑島化石調査隊

106 千代野ＧＧＯの会

白山市内に分布する手取層群の化石発掘調査を行っている。
手話で簡単なコミュニケーションが取れるよう当事者を講師に迎え、勉強会や手話を通じたコミュニケーション活動を
行っている。
千代野中央公園周辺の落葉の回収、溝掃除、花壇の除草及び樹木の剪定を行っている。

107 白山南地区更生保護女性会

次代を担う青少年の健全な育成、関係団体と連携し過ちに陥った人たちの更生の為の支えとなる活動を行っている。

108 中村留五郎一座

老人福祉施設等で慰問公演（踊り・マジック・太鼓）を行っている。

109 ポピーの会

老人施設にて歌･舞踏を披露している。

110 特定非営利活動法人 紬の会

高齢者施設にて芸能活動での慰問訪問を行っている。高齢者の健康増進を図り、高齢者福祉に寄与することを目的と
している。

111 レイ イリマ

デイサービス等でのフラダンスを披露している。地域の行事等での出演。

105 手話サークル「絆」

112 ヒナヒナ

デイサービス等でのフラダンスを披露している。地域の行事等での出演。
白山市社会福祉協議会 ふれあい
一人暮らし高齢者宅へのお弁当の配達を行っている。
113 給食配達ボランティア
白山市社会福祉協議会 傾聴ボラ
高齢者施設や個人宅での傾聴ボランティア活動を行っている。
114 ンティア
千代野地区の資源回収、千代野の行事に参加協力している。
115 イカシ隊

116 Ｒ＆Ａ

高齢者施設及び地域サロン会での音楽ボランティア活動を行っている。
白山市教育委員会（学校ボランティ
児童・生徒への本の読み聞かせ、授業・クラブ活動の補助活動等、子どもの登下校の見守りを行っている。
117 ア･子ども見守り員）
紙芝居を活用した男女共同参画社会の啓発活動を行っている。
118 ｉ-さんかく座

119 白山市立図書館ボランティアの会

開館前に返却された本を書架に配架する作業、０～５歳児・小学生を対象に絵本等の読み聞かせ、手話による絵本の
読み聞かせ、４ヶ月児を対象に絵本の読み聞かせと絵本パックのプレゼントを行っている。

120 本吉クリーンクラブ

町内、手取川周辺にて、空き缶・ゴミの収集を行っている。

121 生活協同組合コープいしかわ

岩手県の仮設住宅等での交流活動、県内での清掃活動、熊本県でのボランティアセンターでの支援を行っている。

122 山島慰霊祭実行委員会

山島忠霊塔と山島公民館の敷地内の樹木の剪定、除草等美化清掃を行っている。慰霊祭法要を挙行する。

123 白山市消費生活サポーター

白山市の消費生活センターの周知・消費トラブルの未然防止啓発のため、街頭啓発等を実施。消費生活センターのイ
ベント・講習会に参加し、知見を深める活動を行っている。

124 ホームスタート・はくさん

未就学児のお子さんのいるご家庭にボランティアとして訪問し、一緒に家事や育児をしたり、話をしながら過ごす。

白山二十一世紀の会ハーモニーク
125 ラブ
126 孫心隊

高齢者施設やふれあいサロン等でハーモニカ演奏を行っている。
白峰・桑島地区の高齢者の日常生活でのちょっとした困り事のお手伝い（雪かき・ゴミ出し等）を行っている。

127 絵本の修理まなびの会

図書館・小学校・保育園で傷んだ本の修理を行っている。また絵本の読み聞かせも行っている。

128 白山市生活支援サポーター

地域の高齢者等の依頼に基づき、自宅等において生活支援を行っている。

129 白山市介護予防サポーター

地域のサロンや老人会等の団体に出向き、介護予防体操の普及・啓発を行っている。

130 amabile faire（ｱﾏｰﾋﾞﾚ ﾌｪｰﾙ）

高齢者・児童施設等でのヴァイオリンとピアノの生演奏を行っている。

131 金城大学ＢＢＳサークル

近隣の保育園や小学校での読み聞かせ、運動会や夏祭り等の行事のお手伝い。不登校・引きこもりの子、親のいない
子、非行・犯罪を犯してしまった子達に対し、兄や姉のように一緒に悩み･学び・楽しむ活動を行っている。

№

グループ名

活動内容

白山市観光ボランティアガイド松任
132 うぐいすの会

松任地区の主な史跡、観光施設をガイドする活動を行っている。

133 ギターアンサンブル「ダンロク」

介護施設や地域サロン等でのギター演奏や一緒に歌ったりして、楽しい一時を提供しております。

134 白山市男女共同参画サポーター

白山市の男女共同参画の推進・啓発の為、学童クラブ等での紙芝居等を実施、男女共同参画イベント・講習会に参加
し、知見を深める活動を行っている。
施設にてフラダンスを披露、ハワイアン音楽を通して、身体を動かし、ストレッチ、体操をする踊りを楽しんでいただいて
いる。
高齢者の社会からの孤立を防ぎ、いきいきとした生活を支援するため楽しい語らいの場と高齢者に食べやすい食事を
提供するとともに、健康講話や体操ゲーム等を行い、健康寿命の延伸に役立てる。

135 ほうらいフラ
136 シルバーサロン弓掘
137 白山市河内地区社会福祉協議会

地区社協行事・敬老会の準備手伝いを行っている。

138 米永新区見守り隊

松任小学校にスクールバスで登校する児童の見守りを行っている。

139 美川っ子見守隊

通学路の交通安全指導、集団登下校時の随行、挨拶の励行、会員と学校関係者との情報交換を行っている。

140 アロマの里＠獅子吼

棚田へのラベンダーの植栽による美しい里山づくりを行っている。

141 エリーゼ

児童館でのリトミックや演奏、老人施設での演奏を行っている。
白山市社会福祉協議会 福祉推進
見守り活動等を行っている。
142 委員
石川県内で自然観察会の開催、熊のエサの調査を行っている。
143 石川県自然解説員研究会

144 白山市地域づくり塾

白山市及びその周辺の地域づくりや地域活性化について、地域の住民と交流し、学習し合うと共に、協力して課題の解
決に向けて活動を実践し、地域社会に貢献する。

145 民謡あじさい会

老人ホーム等にて、民謡・民舞等を披露している。

146 マジック愛好会「夢」

手品披露
わらべうたとえんげきの広場はちみ
こどもたちが安心していられる居場所づくりをしている。おはなし会や野外活動、わらべうたの会等を行っている。
147 つ
水泳指導やリーダー活動、体育施設清掃、募金活動、水泳記録会の開催・運営を行っている。
148 美川スイムスポーツ少年団

149 野々市・白山子ども劇場

子供達の感性は、色々な出会いや体験を通して育まれる。子ども劇場は心豊かな子供時代を過ごせる事を目的に、人
と人との繋がりを大切に活動している。

150 合唱団「この道」

「カンナコンサート」の開催による市民への音楽を楽しむ機会を提供している。音楽祭等に出演している。

151 はくさん和太鼓響友会

会員相互の親睦、和太鼓に関する技術の向上と青少年の健全育成並びに太鼓愛好者の拡大を行うことにより、地域
社会の発展に貢献している。

