
平成３０年度　砺波市ボランティアセンター登録グループ・団体一覧

H30.7月末時点

№ グループ名 人数 活動分野 活動内容

1 やまぶきの会 8 歌・踊り 踊りでの地域行事や施設の行事協力

2 ブルーハーモニー 21 歌・踊り 歌による施設訪問活動

3 庄川もりあげ隊サンフラワーズ 35 歌・踊り
庄川地内の公衆トイレの掃除、各イベントへの踊りで
の参加など

4 みゅーじっくセラピー 29 歌・踊り ケアポートなどの施設での音楽慰問活動

5 さつきの会 9 歌・踊り 民踊教室の開催

6 音楽療法クレッシェンド 11 歌・踊り 音楽療法を用いた施設慰問活動

7 喜代の会 17 歌・踊り 福祉施設等への踊りでの慰問

8 ＮＰＯ法人　たんぽぽ 11 歌・踊り 歌や踊りによる施設慰問活動

9 せせらぎ会　あじさいグループ 7 伝承 郷土民謡の伝承、踊りの披露

10 せせらぎ会　たんぽぽグループ 10 伝承 庄川地内の史跡・文化財などの調査、伝承

11 えんなか会 29 伝承 中嶋家の維持管理、地域行事などの伝承　他

12 せせらぎ会　ラブリーグループ 10 レク 腹話術やレクリエーションなど

13 せせらぎ会　竹の子グループ 10 レク 施設やサロンなどでのレクリエーション指導

14 となみ野ガイド 31 観光 砺波市内の観光ガイド

15
砺波市観光ボランティア
　レモングループ

15 観光 砺波市内の観光ガイド

16 チューリップの会 85 観光
観光ボランティアや車イス介助などの福祉ボラン
ティア活動

17 パソコンボランティア・タッチ 22 技能 パソコンを使用しての他グループの活動支援など

18 フォトボランティア 7 技能 福祉センターでのイベント時などの写真撮影

19 となみ野ビデオ 1 技能 福祉センター等でのイベント時のビデオ撮影

20
せせらぎ会
　ひまわりグループ

5 技能 紙芝居づくりと施設慰問、観光案内

21
せせらぎ会
　杉の子・つくしグループ

5 技能 地域行事などのビデオ撮影

22 せせらぎ会　やまびこグループ 9 技能
配食弁当の表紙紙作成、一人暮らし高齢者への暑中
見舞いや年賀状の作成

23 笑楽一座 8 技能 手品や玉すだれによる施設慰問

24 マジック・サムチップ 14 技能
施設などでのマジック・玉すだれ・銭太鼓などの
披露

25 高砂会館　茶道部 10 技能 ケアポート庄川での抹茶の招待

26 となみ野脳トレクラブ 33 技能 福祉施設やサロンでの脳トレ活動

27 らんぷの会 16 技能
広報等の音訳ＣＤ製作、紙芝居を使っての高齢者
との交流、ラジオでの童話朗読　等

28 富山大道芸「口上落語」研究会 3 技能
施設やサロンでの、見世物小屋などの呼び込み
口上の披露

29 ゆめふうせん 15 技能 バルーンアートでのサロンや施設慰問活動

30 増山城解説ボランティア曲輪の会 38 技能 増山城解説ボランティア活動

31 砺波市庄川芸能協会 39 技能 福祉施設での民謡、民踊、日舞他の発表他

32 いきいき工作メイト 5 児童 工作指導をとおしての子どもたちの健全育成

33 般若中学校点数UP教室 6 児童 生徒の自主学習のサポート

34 出町中学校学習支援ボランティア 1 児童 学習支援

35 おはなしポケット 13 児童
庄川図書館や子育て支援センターなどでの絵本の
読み聞かせなど

36 砺波ファーストブックの会 222 児童
乳児検診や図書館に来られた親子への絵本の読み
聞かせ

37 エンジェル文庫の会 14 児童 砺波総合病院の本の整理、読み聞かせなど

38 ボランティアグループすこやか 17 児童
東野尻地区での子育て支援活動、スパイラル広場
の開催



39 めばえの会 16 児童 読み聞かせやストーリーテリング、手遊びなど

40 砺波市子育てボランティアグループ 215 児童 市内での子育てサロンの開催、託児活動など

41 一般社団法人縄文文化ふれあい塾 7 児童
竹細工のおもちゃづくりをとおしての児童の健全
育成

42
子育てボランティアグループ
　　おてだまの会

8 児童 読み聞かせや食育などをとおした子育て支援活動

43 ゆめっ子広場 21 児童
手遊びや読み聞かせ、おもちゃ作り、身体測定など
をとおしての子育て支援活動

44 東部小文庫ボランティア 16 児童
砺波東部小学校地域開放文庫での図書貸し出し
業務や校内巡回などの手伝い、読み聞かせなど

45 砺波市立図書館友の会 22 児童
子どもたちがより読書に親しみやすい環境をつく
るための図書館内での活動

46 パネルシアターの会「ドリーム」 8 児童
総合病院小児科や子育てサロンなどでの読み聞
かせ、パネルシアターなど

47 おはなしサークル　紙ふうせん 9 児童 乳幼児・小学生などへの読み聞かせ活動

48 ガールスカウト富山県第39団 34 青少年健全育成 児童の健全育成

49 ねこの手 20 外出支援
高齢者・傷がい者の外出支援及び渓明園での喫
茶のお手伝い

50 砺波市ふれあい号友の会 40 外出支援 ふれあい号による障害者などの外出支援活動

51 庄・自然に親しむ会 14 環境 そば・赤カブの栽培、炭焼き体験他

52 庄川高砂会館園芸部 3 環境
花や野菜の苗の栽培、及び公共・福祉施設への
プレゼント

53
国土交通省利賀ダム工事事務所
　ボランティア隊

23 環境
事務所近隣及び国道156号線、ＪＲ砺波駅の清掃、ゴ
ミ拾い

54 チューリップ四季彩館ガーデナー 79 環境
チューリップ四季彩館やチューリップ公園、花総
合センターの花の手入れなど

55
花と緑の銀行砺波支店
　グリーンキーパー

312 環境 地域の花壇整備や緑化活動など

56 明るい社会づくり・となみ 18 環境
砺波駅南口周辺や城端線高架橋下の清掃活動、
やなぜ苑でのシーツ交換など

57 十年明 十楽会 30 環境 十年明の道路清掃、除排雪

58 東別所 上村みちグループ 22 環境 東別所の道路清掃、除排雪

59 東別所 下村グループ 25 環境 東別所の道路清掃、除排雪

60 井栗谷みちグループ 13 環境 井栗谷の道路清掃

61 砺波市民スポーツボランティア 6 健康・スポーツ
砺波市が主催するスポーツイベントでの運営協力
他

62 さわやかフィットネス 8 健康・スポーツ
健康な体づくりのための運動や軽体操、健康に
関する活動

63 砺波市ヘルスボランティア連絡会 362 健康・スポーツ
地区や施設などでの血圧測定や話相手活動、
病院や図書館での図書整理など

64 広域砺波スポーツボランティア 5 スポーツ
障がい者のスポーツ大会支援など、行事の支援
活動

65 せせらぎ会　ハローグループ 10 高齢者
一人暮らし高齢者への電話による訪問及び安否
確認

66 せせらぎ会　さわらびグループ 17 高齢者 おはぎなどの配食弁当の作成

67 ふれ愛電話かっこうの会 13 高齢者 一人暮らし高齢者への電話による訪問活動

68 認知症予防・理科手品研究会 8 高齢者
認知症予防と理解、理科手品について、市民を対象
とした講座を開催

69
医療生協となみ野支部
たすけっとクラブ

13 高齢者
健康チェックや体力チェック、認知症や寝たきり
予防講座、有償ボランティア活動（日常生活支援）

70 東般若配食ボランティア 12 高齢者 単身世帯の配食サービス、見守り、話し相手など

71 般若配食ボランティア 5 高齢者 単身世帯の配食サービス、見守り、話し相手など

72 砺波市民生委員児童委員協議会 105 施設
特養やデイサービスセンター、養護学校などで
の移動補助、シーツ交換、イベント補助他

73 法輪クラブ 10 施設 ケアポート庄川での入浴介助など

74 せせらぎ会　やまぶきグループ 23 施設 ケアポート庄川でのシーツ交換

75 せせらぎ会　喫茶グループ 26 施設 ケアポート内での喫茶提供、話相手



76 庄川地区保育所職員会 26 施設 ケアポート庄川での夕食介助

77 庄川ブロック老人クラブ連合会 112 施設 ケアポート庄川の花壇整備やシーツ交換など

78 ＪＡとなみ野ほほえみの会 73 施設
福祉施設での整容、話相手、喫茶サービス、食事
介助　他

79 せんだん 15 施設
砺波学園の清掃、草刈り、繕い物、バザーの手伝
い、やなぜ苑でのシーツ交換など

80 つくしの会 5 施設 やなぜ苑でのおやつ介助、話相手など

81 和と輪の会 108 施設 ケアポート庄川の除草活動

82 柳瀬ボランティアグループ 15 施設
やなぜ苑でのシーツ交換、室内や廊下の清掃
活動

83 手話サークルメイプル 8 障害
手話の学習と、ろうあ者との交流をとおしての
支援

84 手話サークルかざぐるま 19 障害
手話学習とろうあ者との交流、手話講習会の
手伝いなど

85 地域活動支援センターとなみ野 1 障害
打楽器をとおしての支援センターでの生活訓
練プログラムの補助

86 Ｔｅｎ・Ｔｅｎ 4 障害 点字・点訳活動

87 ＴＯＭＯＮＩ 14 障害
知的障害者を対象としたスポーツ支援活動、
生活訓練のお手伝い、自主製品の製作・販売他

88 庄川町赤十字奉仕団 165 総合的な福祉
高齢者訪問活動、各地区防災訓練協力、献血活
動への協力など

89 砺波市赤十字奉仕団 230 総合的な福祉
砺波総合病院での受け付け・車イス介助、知的
障害者の自立支援他

90 砺波市更生保護女性会 349 総合的な福祉
砺波学園の清掃、養得園での給食サービス、厚
生施設への訪問や物的支援

91 社団法人Ponteとやま 2 総合的な福祉
子育てや発達障害、介護などの相談受付、工作や
料理、カフェ活動など

92 城端線砺波市利用促進実行委員会 13 地域
城端線沿線駅の構内やプラットフォームの清掃、
除草、球根植え　他

93 東野尻子どもパトロール隊 26 地域 児童下校時の安全パトロール

94
児童・生徒を不審者から守る
　庄西３校区防犯活動連絡協議会

458 地域 校区内地区単位での通学路の巡回パトロール

95 出町交通ボランティア 31 地域 交通安全活動、各地域の高齢者家庭訪問

96 小牧自治会 4 地域 小牧地内の通学路の除雪

97 一番町雪よかし隊 7 地域 公共施設や高齢者宅の除雪活動

98 若林佑雪隊 12 地域 若林地区内の高齢者宅等の除雪活動

99 万葉そばの会 9 地域
手打ち蕎麦の提供をとおしての障がい者や高齢
者、東日本大震災被災地の人々との交流

100 出町地区福祉推進協議会 147 地域 地域福祉活動の推進

101 庄下地区福祉推進協議会 20 地域 地域福祉活動の推進

102 柳瀬地区福祉推進協議会 8 地域 地域福祉活動の推進

103 五鹿屋地区福祉推進協議会 8 地域 地域福祉活動の推進

104 東野尻地区福祉推進協議会 57 地域 地域福祉活動の推進

105 鷹栖地区福祉推進協議会 50 地域 地域福祉活動の推進

106 高波地区福祉推進協議会 46 地域 地域福祉活動の推進

107 南般若地区社会福祉協議会 31 地域 地域福祉活動の推進

108 栴檀野地区福祉推進協議会 5 地域 地域福祉活動の推進

109 栴檀山社会福祉協議会 45 地域 地域福祉活動の推進

110 東山見地区福祉推進協議会 64 地域 地域福祉活動の推進

111 青島地区福祉推進協議会 34 地域 地域福祉活動の推進

112 雄神地区福祉推進協議会 49 地域 地域福祉活動の推進

113 種田地区福祉推進協議会 22 地域 地域福祉活動の推進


