平成29年度実績

ボランティア講座

社協名
講座名

開催
回数

参加対象

所属・講師（敬称略）

ボランティア講座「プロボノ～自分の
スキルを使って誰かの役に立ってみ
ませんか～」

1

ボランティア活動に関心のある方 富山プロボノカフェ 山科 森
ボランティア活動を行っている方 障害者就労移行支援事業所LLASON 中山 肇

ボランティア講座「わたしたちのまち
の福祉課題とボランティア

1

ボランティア活動に関心のある方
金沢市社会福祉協議会職員
ボランティア活動を行っている方

ボランティア講座「石川のプロスポー
ツをみんなで盛り上げよう！」

1

石川ミリオンスターズ
ボランティア活動に関心のある方
ツエーゲン金沢
ボランティア活動を行っている方
金沢武士団

ボランティアカフェ＠まつがえ「災害
ボランティアってどんな活動？」

1

ボランティア活動に関心のある方 石川県防災士会
ボランティア活動を行っている方 福谷 正信

ボランティアカフェ＠まつがえ「紙芝
居でボランティア!?」

1

ボランティア活動に関心のある方 かなざわ紙芝居倶楽部
ボランティア活動を行っている方 森 常栄

ボランティアカフェ＠まつがえ「ボラ
ンティアを学びませんか？」

1

ボランティア活動に関心のある方
金沢ボランティア大学校職員と受講生
ボランティア活動を行っている方

災害ボランティア研修会「災害ボラ
ンティアセンター マッチング体験
カードゲーム」

1

金沢市災害ボランティアネット
ワーク会議構成団体

一般社団法人ピースボート災害ボランティアセンター
理事 合田 茂広
職員 ディアッロ・亜紀

「手作りふりかけ教室」

1

金沢市福祉ボランティア連絡協
議会会員

元泉野地区民生委員児童委員
林 佳子

「認知症予防の生活の秘訣」

1

金沢市福祉ボランティア連絡協
議会会員

金沢脳神経外科病院
作業療法士 東川 哲郎

「簡単！手作りお菓子の教室」

1

金沢市福祉ボランティア連絡協
議会会員

石川県栄養士会
管理栄養士 橋本 良子

高齢者向け調理講習会

1 民生委員、地域福祉推進員など)

金沢市

手話奉仕員養成講座

ボランティア養成講座

配食会食調理従事者(ボランティア、 石川県栄養士会

30 一般住民、再受講者

小松市

石川県聴覚障害者協会指導者

一般市民、ボランティア
1 介護支援ポイント制度登録者
外出支援ボランティア登録者

石川県立田鶴浜高校教員 今井 和代、古田 佳代
社福）徳充会青山彩光苑職員 前田 奈津子
石川県社会福祉協議会職員
七尾市社会福祉協議会職員

8 小学校・企業

石川県立田鶴浜高等学校 教員 今井 和代 他6名
国際医療福祉専門学校七尾校
介護福祉副学科長 藤田 賢二
介護福祉学科専任教員 寺井 紀裕
社福）能登福祉会あっとほーむ若葉 施設長 川端 繁子
認知症キャラバンメイト（さはらファミリークリニック職員）8名
七尾市視覚障害者協会 会長 天野 泰重
七尾市ろうあ協会 会長 松井 隆夫
石川県バスケットボールクラブ 岩崎 大輔、半田 幸司
七尾市社会福祉協議会職員

七尾市

福祉体験出前講座

管理栄養士 橋本 良子

点訳奉仕員養成講座

25

市内在住で講座修了後にﾎﾞﾗﾝ
ﾃｨｱ可能な方

小松市点訳友の会
会長 村本 ゆり

音訳奉仕員養成講座

20

市内在住で講座修了後にﾎﾞﾗﾝ
ﾃｨｱ可能な方

音訳ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ陽だまり会
大畑 士郎

生活・介護支援サポーター養成講
座

8 小松市民

社福）松寿園居宅事業部長 宮川 淳子
社福）自生園課長 西場 芳江、小松市長
寿介護課・市社協職員、日本GWT協会
初級アドバイザー田島 修、デイサービスセンター職
員

親子ボランティア体験講座（施設体
験）

1 小学校3～6年生とその保護者

社会福祉施設職員等

災害ボランティア市民講座

50 小松市民

こまつ災害ボランティア連絡会

ボランティア講座

社協名
講座名

輪島市

珠洲市

開催
回数

参加対象

所属・講師（敬称略）

生活・介護支援サポーター養成講座

6 輪島市民

輪島市地域包括支援センター職員
輪島市社会福祉協議会職員

暑中見舞いボランティア講座

5 輪島市民、中学生、高校生

輪島市社会福祉協議会職員

ボランティアについて

1 航空大学校 4年生

輪島市社会福祉協議会職員

災害ボランティア体験入門講座

1 珠洲市民

石川県災害ボランティア協会

介助講習会

2

災害ボランティア講座

1 ボランティア

日本赤十字社石川県支部 山口 孝之

ボランティア入門講座

2 市民

石川県立看護大学 教授 武山 雅志
（社福）眉丈会 松本 綾子

お話し相手ボランティア養成講座

4 市民

（財）メンタルケア協会 坂尻 他津子
石川県立看護大学 教授 武山 雅志
（社福）芙蓉会特別養護老人ホーム
ことぶき園職員
（社福）眉丈会 松本 綾子

お話し相手（傾聴）ボランティア養成
講座

1 白山市民

社会福祉士

お話し相手（傾聴）ボランティアフォ
ローアップ交流会

1 傾聴ボランティア

白山市地域包括支援センター大門園
福田 正成

点訳ボランティア養成講座

7 白山市民

点訳指導員 塩谷 芳子

音訳ボランティア養成講座

5 白山市民

白山音訳の会「草笛」
田中 尚美ほか

視覚障害者サポーター養成講座

1 白山市民

特例認定特定非営利活動法人プウプ
吉村 久美子

メンタルヘルスサポーター養成講座

4 白山市民

福井県立大学 教授 吉川 公章 ほか

地域福祉委員会活動ヒント探し講座
入門編

5

地域福祉委員会活動ヒント探し講座
実践編

上記入門編を終了された方
3 （地域福祉委員会活動推進員）
のいる町会

住民流福祉総合研究所
所長 木原 孝久

”みんなでみんな”を考えるつどい

1 市民

能美地域活動センターはまかぜ 職員と利用者の
方々

能美市ボランティア連絡協議会研
修会

1

能美市民防災ネットワーク研修会

3 町会長・防災士・市民

元輪島市社会福祉協議会
参事 七尾 幸子
北陸学院大学 人間総合学部 社会学科
准教授 田中 純一

企業ボランティアセミナー

1 市内企業・市民

能美市認知症キャラバンメイト

買い物支援活動報告会

1 市商工会役員・市民

キャリアデザインオフィス・マイダ
代表 毎田 雄一

聴くことの大切さ！「傾聴」の楽しさ
を学ぼう！

1 市民

㈶メンタルケア協会

いきいきサロンボランティア研修会

3 いきいきサロン運営ボランティア

キャリアデザインオフィス・マイダ
代表 毎田 雄一

羽咋市

学生（高校生 他）
一般ボランティア

かほく市

羽咋郡市視覚障害者協会
会長 後石原 幸守

白山市

能美市

福祉推進員及び
町会から推薦された方

ボラセン登録グループ・
市民

金城大学社会福祉学部
教授 内 慶瑞

（株）プルメリアハート
代表取締役 兼氏 浩子

坂尻 他津子

ボランティア講座

社協名
講座名

開催
回数

参加対象

所属・講師（敬称略）

福祉施設地域連携事業

2

（一社）寺本社会福祉士事務所
市内福祉施設・事業所職員及び 代表理事 寺本 紀子
管理者、責任者
（NPO）かなざわ創造塾「鼎」
理事長 山口 敬士朗

福祉協力校活動連絡会

1

市内小・中学校教諭・ボラセン登 いしかわ県民教育文化センター
録ボランティアグループ
理事長 金森 俊朗

ジュニアボランティアクラブ
（体験講座）

11 小学生・保護者

市ボランティア連絡協議会 役員

中学生ボランティアチャレンジ
（体験講座）

4 中学生

市内ボランティアグループ

高校生ボランティアチャレンジ
（体験講座）

1 高校生

市内ボランティアグループ

心配ごと相談員研修

1 心配ごと相談員

弁護士法人 出口法律事務所
弁護士 杉本 昌之

能美市
たすけあいライフサポーター活動支
援講座

1 市民

金沢福祉専門学校
講師 梅木 美恵子
非常勤講師 逢坂 恵
市高齢者かがやき支援室、ホームヘルパー事業所職
員
石川県南加賀保健福祉センター
所長 沼田 直子
能美市子ども発達支援センター 職員
能美市消防本部 職員
多賀クリニック 院長 多賀 千之

ファミリー・サポート・センター会員講
習

13

能美市ファミリー・サポート・セン
ター会員・市民

産前産後子育て応援ヘルパー養成
講座

4

能美市ファミリー・サポート・セン
ター会員・市民

子ども食堂で地域の人と人との縁を
つなぐ

1 市民

能美子ども食堂

2 住民

多機能型事業所 椿 職員

4 町民

石川県社会福祉協議会職員
いしかわ家族面接を学ぶ会
精神保健福祉士 林田 雅輝
（一社）寺本社会福祉士事務所
社会福祉士 寺本 紀子
金沢市地域包括支援センターとびうめ
社会福祉士 中 恵美

金城大学 短期大学部 幼児教育学科
教授 和泉 美智枝
能美市健康推進課 職員（栄養士、保健師、助産師）

第4・5回ボランティア養成講座

野々市市 （ちょっとボランティア～水引でお花
づくり～）

・ボランティア基礎講座
「ボランティアってなあに」
・コニュニケーション技術を身
につける

津幡町

地域ささえあい事業養成講座
高齢者、障がい者の心と身体を
知る
認知症の理解と関わり方
日常生活（家事・外出）を支援
する仕方と考え方を知る
施設実習:高齢者施設等における
傾聴ボランティア
地域ささえあい事業養成講座
フォローアップ研修

特別養護老人ホーム
あがたの里 施設職員
（財）メンタル協会
2 町民（ボランティア活動者）
指導精神対話士 坂尻 他津子
町内グループホーム

1 ささえあい講座修了生

(財）メンタルケア協会
坂尻 多津子

保育ママ養成講座

7 子育て経験者等

保育士 北島 一恵
津幡町消防本部職員
（独）金沢医療センター
教育研修部長 太田 和秀
石川県南加賀保健センター
所長 沼田 直子
津幡町役場管理栄養士

災害ボランティア講座
今こそ知りたい災害ボランティ
アセンター

1 町民（ボランティア活動者）

日赤石川県支部防災ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾘｰﾀﾞｰ
北村 裕一

ボランティア講座

社協名
講座名

開催
回数

参加対象

所属・講師（敬称略）

ボランティア講座「ボランティ
アは健康寿命UPの源」

内灘町

災害ボランティア講座「災害か
らわが家わが町を守る」
「避難所運営ゲーム（HUG）」、
「防災クロスロードゲーム」

6 町民

金沢医科大学教授 中島 素子
県災害ボランティア協会会長 水戸 雅之
北陸学院大学 准教授 田中 純一

志賀町

地域福祉講演会

1 町民

NPO法人にこにこの家
代表 小岩 孝子

宝達志水町 生活支援ボランティア養成講座

1 町民

町地域包括支援センター職員
石川県社会福祉協議会職員
特別養護老人ホームちどり園 上本 雄一郎
あらいぶ 管理者 前川 直樹
一般社団法人寺本社会福祉士事務所
寺本 紀子

中能登町 傾聴ボランティアフォローアップ講座

1 傾聴ボランティア

(財）メンタルケア協会 坂尻 多津子

福祉の出張講話
①「認知症予防に関するお話し会」
②「民生児童委員の児童福祉講座」
③「サロン出張研修会」
④「サロン勉強会」
⑤「健康講座」

①おうたの時間サロン利用者
②民生児童委員
5 ③サロン上出楽喜サロン利用者
④黒崎サロン利用者
⑤身障協会員・民生児童委員

①社会福祉法人
②社会福祉法人
③社会福祉法人
④社会福祉法人
⑤社会福祉法人

読み聞かせ講座
「絵本と被爆ピアノのコンサート」

1 町民

読み聞かせボランティア
ピアノ調律師 矢川 光則

災害ボランティア講座（能登半島地
震メモリアルイベント「語り継ぐ会」

1 町民

元穴水町ボランティア連絡協議会会長 松田 栄四郎
現穴水町ボランティア連絡協議会会長 滝井 元之

ジュニアボランティア体験講座

2 小学生

町こどもみらいセンター職員

穴水町

能登町

牧羊福祉会 吉村 光輝
穴水福祉会 日吉 輝幸
北伸福祉会 不二井 悟史
穴水町社協 橋本 みすず
徳充会 田中 こず恵

