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登録
№

グループ名 活動内容

2 高岡手話サークル雷鳥会

　サークル活動は毎週金曜日午後７時から。ふれあい福祉センター2Fボランティア活動室にて活動しています。

　聴覚障害者から、手話を学びます。年間を通して色々な行事（バーベキュー、クリスマス会等）を企画し聴覚

障害者の皆さんと一緒に楽しんでいます♪♪
　ぜひ見学に来てください。

4 つるばみの会

　毎月、会員によるオリジナルテープ、又それをデイジー編集したCDを「声のおたより」として希望する視覚障

害者に送付。広報誌「高岡社協だより」「高岡市議会だより」「高岡身障者だより」を音訳し、市内の約50名の
視覚障害者に送付。視覚障害者から希望があれば、本・雑誌なども音訳しています。

6
伏木地区ボランティアかたかごグ
ループ

 昭和61年に福祉活動の一環として、一人暮らし高齢者の宅配弁当作りから出発し、6つの部門（給食部・手芸

部・芸能部・観光部・声のたより部・うたごえ部）での活動を通じ、地域福祉の振興に努めています。

8
富山県男女共同参画推進員高岡連
絡会

　「富山県男女共同参画計画」が目指す男女共同参画計画推進に資することを目的に活動しています。
　この計画の推進について、地域に普及啓発を図ること、市などが行う施策の推進に協力しています。

10 高岡市食生活改善推進協議会

　高岡市食生活改善推進協議会は「私たちの健康は私たちの手で元気で長生き」をスローガンに、市民の健康の
保持増進や生活習慣病予防・介護予防を推進するため、朝食の大切さや野菜摂取・減塩の必要性等正しい食生活

の普及を図り、「食育」の輪を家庭・地域に広げていくことを目的として、健康づくり活動を行っています。

11 音訳ボランティアグループあかね

　私達「グループあかね」は、毎月2日間ふれあい福祉センターに集まり、市の広報誌『市民と市政』を音訳し、

希望する視覚障害者の方々にテープやCDを送付し、市立中央図書館にも音訳図書として届けています。
　より分かり易くなるよう、研修等を重ねて30年になります。多くの方々に利用していただきたいと思います。

12 大師ヶ岳の会

  私たち大師ケ岳の会は、平成元年に物別養護老人ホーム「雨晴苑」が開所されたのと同時に結成されました。
それ以来、毎月一回のシーツ交換、民謡教室やちぎり絵教室を行ってきました。ちぎり絵教室での作品を、地元

の公民館祭りに出品展示し、それを見に来てもらって、地元の人たちとの交流もできるようにしています。

15 ＥＶＡ 活動休止中

16
ＪＡ高岡女性部助けあい組織萌ぎ
の会

・ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ資格を生かした病院外来受付、案内ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの実施
・高齢者の憩いの場「ふれあいホーム」の開催。13地区14会場で実施。
・会員を募るための「いきいきふれ愛セミナー」の開催

・会員相互のレベルアップ研修会の実施。
・JA高岡福祉事業「もえぎの里」でのボランティアの実施

18 いずみの会
「しきのホーム」の買物ツアーの介助（主に車椅子の介助)
「しきのホーム」のカラオケ教室の介助

19 すずらんの会  踊り、三味線、手品等での施設慰問

高岡市ボランティアセンター登録一覧表
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21 地域女性ネット高岡

　地域女性ネット高岡は、少子高齢化への対応、男女共同参画、環境保全や災害対策等、地域課題に取り組み、

安心して暮らせる地域づくりを目標に活動しています。
　福祉活動では、かたかご苑芋苗寄付、植え付けや芋掘りで入居者と交流。
　環境活動では、食品ロス削減やプラスチックごみ削減への取り組み。

　災害対策として、防災講座の開催、防災グッズの製作の他、昨年度より防災士を目指す取り組みを始めまし
た。

23 富山・生と死を考える会

　生と死・いのちに関わる問題あらゆる視点から考え、生き方を見つめ直すための学びや、心のケアをする会で

す。そのためのセラピスト養成講座を開催しています。
　★主な活動①自遊塾②死別体験者の心のケアの集い③セラピスト養成講座④電話相談（08019542138夜間対応）
など

25 観光ボランティアガイド保与の会

 現在、24名のメンバーが国宝瑞龍寺を中心に市街地の観光スポットを案内。また定例会では観光素材情報の共有
や歴史・文化財の勉強、現地視察なども実施し、ガイドのレベルアップに繋がるような勉強会も実施。高岡を訪

れた方々が思い出に残る旅になるようお手伝いしているグループです。

26 はとの会

 施設に入居している高齢者の過ごし方を見て、職員以外の人と触れ合うことの重要性を感じ、毎月第1木曜、第

2・4水曜日、「雨晴苑」と「ふしき苑」で、シーツ交換をし入所者の方と交流し環境改善のお手伝いをしていま

す。以上の活動を通して得た体験を諸活動に活かし、地域の高齢者とも日々交流活動を行っています。

28 野村公園愛護協力会  野村公園施設の除草・清掃や点検修理など

30 伏木地区赤十字奉仕団

・総会　・定例会　・献血奉仕　・街頭募金　・海水浴場救護所待機・ 他団体との交流会　・一人暮らし高齢者

（80歳以上）訪問（年2回）　・一人暮らし高齢者（75歳以上）との集い　・特老施設の除草、花植え　・地域行
事、児童クラブ行事へ救護班派遣　・会報「帆ばしら」発行 年2回　研修旅行

33 藤久会

　藤久会は、平成5年4月1日に発足し、同年7月1日にボランティア登録し、現在にいたっております。
　私たちは、民謡を通しての健康づくりとイベント協力、敬老会、いきいきサロンの依頼協力など、これからも

微力ながら、民謡で地域に貢献していきたいと思っています。出会い、絆を大切に。

34 立野赤十字奉仕団

1　特別養護老人ホーム香野苑での本読み、脳トレ遊び、唱歌、紙芝居、軽体操などの実施
2　地域老人慰安の手伝い

3　献血手伝い
4　災害時の炊き出し訓練

5　独居老人訪問

35
観光ガイドボランティアグループ
あいの風

　あいの風は1985年に発足。35周年を迎えました。万葉の里・高岡、加賀前田家ゆかりの歴史と文化が息づく街

の魅力を観光客に伝えています。高岡市観光協会からのガイド依頼をはじめ、「瑞龍寺」と「土蔵造りのまち資
料館」では常駐ガイドをしています。年数回、講師による研修や現地研修を行っています。

36 伏木地区環境保健衛生協議会

地域の保健衛生活動、回収ゴミの分別指導、地域清掃活動年12回

雑草地の草刈り（各自治会内）
新健康情報の検証と伝達研修会

海岸、林道のゴミ不法投棄パトロール

37 ふしき女性の会「鈴」  福祉施設での交流活動

38 高岡市ヘルスボランティア協議会

　地域における健康づくり推進活動として、歩こう会の企画や運営、手軽にできる運動の普及、がん予防啓発運
動などを行っています。また、高岡市の健康づくり事業への協力も行っています。自分の健康づくりだけでな
く、家族の健康、さらには地域全体の健康づくりとなるよう、赤いポロシャツを着て元気に活動しています。
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41 給食ボランティア野の花グループ  校下の独居老人宅へ月２回の配食ボランティア

42 華の会

　今年、発足44年目の民謡舞踊の会です。高岡、砺波、射水市などに教室があり150名あまりの会員が生涯学習に

励んでいます。民謡指導や、舞台発表をさせて頂く他、施設訪慰問や、小学校での踊りや和太鼓の授業を行って
います。また全国大会に出演し、平成29年には青少年、大人ともに優勝、内閣総理大臣賞をいただきました。

43 高岡ギターアンサンブル 　音楽好きの集まりで、ギター、オカリナ演奏によるイベント協力や、福祉施設訪問をしています。

47 渋川流剣詩舞道天蕙会

　剣詩舞道は、日本の歴史の中で生まれ、日本人自身が育てた国民芸能です。人の心を打つ舞いを心がける中
で、礼節を重んじ、和を大切に充実した人生を送りたく、昭和62年に教場を開き、園児の指導や会員と共に老人

施設で慰問を行っています。古府、二上、蓮美町公民館で楽しく練習した後は、心身共に壮快です。貴方の参加

をお待ちしております。

55 定塚公民館ばっちゃま劇団

　昭和62年に結成。活動は、人形劇や紙芝居などを経て今の演劇の形での公演に至っています。平成16年より、
高岡の伝承民話や歴史・史跡などを基にオリジナルで脚本を制作し高岡の標準語で公演しています。脚本はもと

より、大道具・小道具、衣装も手作り。1年に1つの演目を公演しています。

63 （公社）高岡青年会議所  明るく豊かな社会の実現をめざした講演、研修、地域開発活動

65 さわらび

　私たち"さわらび”は、平成2年に発足し、特老施設"雨晴苑”でシーツ交換を行っています。8人が隔月の水曜
日午前中に、仕事を休んだり、家事をやりくりしながらかけつけ、2人組でシーツ交換を行っています。会員も

段々と高齢化していますが、入所されているお年寄りの元気な顔を見るとやる気が起きます。これからも頑張っ
ていきます。

66 高岡奇術愛好会

　当会は、高岡市ふれあい福祉センターを拠点としたマジック大好き人間の団体です。月2回の定例会で新しいマ

ジックの紹介や情報交換、リハーサル等を行って演技の研鑽に努めています。そして、声をかけて頂いた福祉施
設や各種催し、保育施設等でアトラクションに出演して喜んでいただいています。

68 ぐり～んうえ～ぶ

　当社は、医薬品製造会社として優れた製品を供給すると共に、社会とのふれあい活動に取り組むことを経営理

念の1つとして、年間活動計画表に基づき活動しています。福祉施設への協賛、清掃活動、桜の季節には場内緑地
を近隣の保育園児のお花見の場に、福祉施設へのアルミ缶提供による、就労支援活動も行っています。

70 ひまわり  病院内の衛生材料作り、入院案内書外来しおりの組み合わせ作業、ミシン掛けなど

71 成美小学校ジュニア福祉活動員  校区内のいきいきサロン参加、校区内のごみ拾い参加

74 Ｙ・Ｓ・Ｂグループ  活動休止中
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78 町なみを考える藤グループ
 鋳物資料館の解説ボランティアや緑地公園の清掃ボランティア
 金屋町　町なみ等　観光ガイドボランティア

79 なでしこの会  済生会高岡病院外来者への案内、受付介助等のボランティア

84 地域活性化企画装置わをん本舗

　平成6年4月に設立以来、「出会いからひろがりへ～そして創造！」をスローガンに、各種団体や行政との連携
を深め、街を愛する人々との出会いや発掘に重きを置き、提言から実行に移し、各種イベントを企画したり他団
体等の事業に参加協力し、人づくり・街づくりを考えながら高岡市及び周辺地域の広域的活性化を目的として活

動しています。

85 高岡市更生保護女性会

　犯罪や非行のない明るい社会を目指し、"ほっとけない！大切なあなただから"をモットーに愛育園での子供達
とのふれあい、更生を願い保護観察対象者とスポーツ交流会、養得園へのお弁当作り等、諸活動をしています。

皆さん、安心安全な地域づくりのため女性の立場で活動する私たちと共に、やりがいや充実感を見つけてみませ

んか。

86 りんどうの会  点字の学習、点訳本の作成、点字の普及活動

89 高岡ハートマジッククラブ

　マジックが大好きな者達が集まり、第1・2・3月曜日に13：30分から15時迄活動をしています。マジックを教え

あったり、見せあったりして、楽しく練習しています。マジックの依頼があれば、社会福祉施設や老人クラブ、
児童クラブ等においてマジックを披露するなど、ボランティア活動を積極的に行っています。

92 手話サークルアイビー

 平成11年５月にろう者と聴者の情報交換の場として発足しました。現在の構成は、ろう者14人、聴者（手話学習
経験者）28人です。サークルでの共通言語は手話です。ろう者と交流することで自然に手話を身に着け、手話を

理解することでろう者への理解も深まり、お互いに困りごとなどを相談したり、解決の糸口を見つけたりしま
す。

93 高岡おはなしの会

「高岡おはなしの会」は、平成10年に高岡市立中央図書館で行われた『お話の講習会』を修了した10名で始めた

会です。語りに適したお話や昔話を覚えて、子もたちに耳から物語を楽しんでもらおうと、お話の醍醐味を小学
校や保育園、図書館で広めています。これからも、誰もが聞いて楽しいお話を、会員と続けていきます。

94 いのちを考える“とんぼの会”

　身近な人、自分自身の"いのち”の意味を深める学びや、互いに支え合うため"いのち”をテーマに研修会を実
施。

　また、地区内にある特養「鳳鳴苑」でのボランティア活動や一人暮らし高齢者の生活支援、訪問・病院付き添
いなどの活動をしています。

97 保育ボランティア託児室くれよん  活動休止中

99 伏木写友会  写真の技術を活かして、伏木の町おこしに活用

102 いろりの会  高岡市民病院外来者の受付、案内介助等のボランティア
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103 うしお新舞踊研究会

　福祉施設で、毎月定期的に入所者や職員に能力に応じた指導をし、踊りを通して高齢者とふれあい、共に楽し
んでいます。
　地域の町おこしのイベントに参加しています。

104 髪究舗グループ

　「アタマジラミ」は、人の髪の中にのみ生息する宿主特異性を持つ衛生害虫で、飛ぶことはなく、小学生以下

そして園児の髪と髪との触れ合いでうつり、頭全体痒くなり、集中力に欠け学習の妨げとなります。私達グルー
プの20年間余りの活動で駆除、完治する実態で保護者共々幾多の笑顔が見られます。体調の続く限り活動し、更
なる笑顔を目指していきます。

107 高翔会

　この会は、1980年代に県下で活躍していた社会活動団体の女性リーダーを対象に、「郷土を拓く婦人の翼」を
スローガンとして、富山県が行っていた海外研修派遣事業に参加した高岡市在住のメンバーの団体です。

　研修成果を地域に還元する為の国際交流活動や公開講座開催、細やかな災害被災者支援活動もしています。

110 NPO法人大空へ飛べ

　「大空へ飛べ」は、子どもたちの健やかな成長と平和な未来を願って、歌や劇のステージ活動を中心に活動し

ているボランティア団体です。ステージ活動のほか学校や福祉施設、震災被災地などへの訪問活動も積極的に

行っています。また2018年にNPO法人となり、新たに学習支援や居場所づくり、教育相談なども行っています。

111 高岡地区ＢＢＳ会

　高岡地区BBS会は、「兄」や「姉」のような身近な存在として、少年・少女達と一緒に遊んだり、悩みの相談に
のったりなど、「同じ目の高さ」で接しながら、健やかに成長することのお手伝いをしているボランティアで

す。高岡市保護司会、高岡市更生保護女性会の方々と親睦を深めながら活動しています。

112 高岡らっこの会

「高岡らっこの会」は、木曜日の午後、市の保健センターで3か月児健診終了後、親子に‟絵本の読み聞かせ”を
しています。「絵本を通して親子で触れ合い、子育てを楽しんでください」とブックスターの趣旨を伝え絵本等

をプレゼントしています。平成13年4月から活動を開始し今年で満20年です。
高岡っ子が健やかに！

114 人形劇団どんぐりコロコロ

　子ども・老人・障がい者の方々に、人形劇、紙芝居、エプロンシアター、読み聞かせ、手遊び、手作り工作等
を体験して頂いています。

　お話しの中の楽しさ、ユーモア、生きる力等を感じ取って頂くことを目的としています。

115 日本語ボランティアひまわり
　多くの来日外国の方に、日本語を通じて生活習慣や必要なことを教えながら、私たちも外国のことを学習し、
国際交流に努めています。

116 茶道「清風の会」  市主催行事で茶席担当、文化庁委託事業、伝統文化茶道親子体験教室

117 ボランティア西条

　ボランティア西条は、福祉施設「やすらぎ」で、週1回水曜日9時30分から1時間弱のシーツ交換や行事の手伝

い、ひな祭りのお運び、花見の外出補助等を行っている、活動22年目を迎えるボランティアグループです。
　また、年1回の研修会で、福祉施策、健康づくり、災害時の机上訓練等、皆で地域の福祉を支えて笑顔の輪を広

げます。

119 みんなの会

　平成12年に結成された、福祉的活動をするグループです。当初ボランティアの走りで、手探りの活動でした

が、ある特養ホームの理事長さんのお誘いで訪問したのがきっかけで、以来ずっとその施設で定期的（月1回）に
入所者の方達と体操、脳トレ、歌、楽器遊び、、ゲーム等をして楽しく交流しています。迎えてくださる笑顔に
元気が出ます。

120
ネットワークアシストたかおか
（ＮＰＯ）

 高岡市とその周辺地域の情報化に貢献する目的で設立された特定非営利活動法人です。視覚障害者パソコン相談
会、何でも相談会、ロボットプログラミング講習会、工作プロジェクト、Code for TAKAOKA等、幅広い活動を
行っています。
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121 わらべの会

　わらべの会は、2001年に発足し豊かな心を育む母の声で読み聞かせ運動を高岡市子育て支援センター、保育園
の子育てサロンで17名の母親を中心に活動しています。絵本の読み聞かせ、手遊び等を、未来を担う子供達に
「心の栄養」を送り、豊かな創造力を育む事が出来ると思い、子どもたちの笑顔に励まされ、元気をもらってい

ます。

122 ザ・あんぽんたん

　各種演芸「新舞踊、歌謡、マジック他」の出前公演をしているグループです。公演場所は老人福祉施設、公民

館などです。目的は、誕生会、敬老会、サロン、納涼祭などさまざまです。音響、照明、小道具など全て持参
し、芸は下手でも見た目の派手さを売り物とし、衣装と化粧は吟味し全て自前で、信条は『愛・夢・感謝』で
す。

123 やまたちばな

　高岡古城公園と高岡大仏を拠点に、観光ガイドを行っている団体です。ガイドは、独り立ちするまで少し大変
ですが、観光客の方に直接魅力を伝える活動なので、とてもやりがいがあります。
　ぜひ、私たちと一緒に、高岡古城公園と高岡大仏の語り部になりませんか？学生さんや社会人の方も大歓迎で

す。

129
高岡市民会館ホールサポーターの
会「パープル」

　高岡市民会館ホールサポーターの会「パープル」は、市民の皆様に親しまれ愛される、開かれたホールづくり

を目指し活動を行っています。おもてなしの心「いらっしゃいませ」をモットーに、お客様に心地よくコンサー

トをお楽しみいただくため、様々なホール施設見学や接遇研修に取り組み、楽しく学びながら活動しています。

132 長月の会  障害児の介助、病院のサポート、福祉施設サポート

133 おもちゃ病院ぺんぎん

　壊れたおもちゃを修理しています。皆さんのお家にある思い出や愛着のある壊れたおもちゃはありませんか？

名医の先生が治療をします。もしかして直るかも？と思ったら、ぜひおもちゃ病院ぺんぎんを訪ねて下さい。
直っておもちゃを引き取るときの子供たちの笑顔がメンバーの励みになります。皆さんの参加もお待ちしていま
す。

134 まごのてぐるーぷ  複数のグループホームで定期的に「カラオケ出前活動」を行っています。

138 とまとの会  老健施設「やすらぎ」で作業訓練（手芸教室）の手伝い

141 高岡西部地区手話サークルあおい  聴覚障害者の社会参加、情報提供。聴覚障害者と交流しながら手話を学ぶ。

142 アロマセラピークラブ香舎  ハーフﾞを使用してクラフト作りや芳香浴でリラクゼーションを図る。

144 病院ボランティアすずらん

 高岡市民病院へ通院中の子供から高齢者までの車いす介助、再診機の手伝い、各科へ誘導、初診受付の代筆、幼

児の預り等を実施しています。病棟訪問は、マジック、バルーンアート、津軽三味線、歌等で心のケアをし、元
気になり早い退院を望みます。
 高岡市男女共同推進プランの推進を図り、公開講座の実施等をしています。

146 リンベル

　ミュージックベルやトーンチャイムを使って、様々な曲を演奏している音楽ボランティアグループです。
　高齢者施設や各種団体、地域のいきいきサロン等を訪問演奏し、ベルの優しい音色が紡ぐメロディーで心の癒
しを届ける活動をしています。毎週月曜日2時間、高岡市ふれあい福祉センターで訪問に向けて練習を続けていま

す。
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147
障害者地域生活支援・交流グルー
プよっといで

 活動休止中

148
富山県立高岡工芸高等学校生活研
究

 夏休み等の期間にボランティアを希望する生徒に活動させたい

150
障害者（児）生活支援グループ
朋の会

　平成元年、障害児の親達で地域の中で豊かな生き方に何が必要かということから、音楽・スポーツ・文化の面
の中で出来ることから、集まって支え合いながら活動してきました。
　活動に賛同協力してもらえる人も増え、各季節イベント等のサポート、スポーツ大会、療育活動を無理せず力

を合わせて取り組んでいます。

154 ちとせグループ

　ちとせグループは、音楽に合わせて身体を動かすリズム体操から、民謡踊りまで、幅広く踊りを楽しむ活動を
しています。

　リズム体操では、踊りながら全身の筋肉を使います。また、楽しみとして、麦屋・おわらなどの踊りも教えて

いただけます。

　ご一緒に無理なく楽しく踊りませんか？

156
NPO法人日本車椅子レクダンス協会
高岡支部矢車草の会

　障害者も高齢者も健常者も、同じ目線に立ち皆と共に楽しいひと時を共有することができ、自分の意志で社会
に尽くす喜びを感じ、相手を思いやる心を持つことができます。どこの「交流会」へ行っても、「今度いつ来る

の？」「待っているよ」、アイコンタクトで嬉しさが伝わり、明日への元気をもらってルンルンな気分で帰宅し
ます。

157 弥栄節保存会  郷土民謡「弥栄節」をなくさないように各校や一般講習会での指導・ＰＲ活動

159 なごみ会  軽い体操・室内ゲーム・ケーキ作り・野外見学など

161
ＪＣＨＯ高岡ふしき病院ボラン
ティアグループ

　現在17名で活動しています。もう20年間続けています。来患者さんへは、笑顔で迎え優しい心で接します。朝

は8時30分から10時30分までの間の都合の良い30分以上の時間で1回/月活動しています。土日祝日はありません。
少し話の相手や開けれないバックを開けれた時は、合掌されます。その日一日が気分爽快になります。この体験
を味わってください！

162
戸出東部「子ども安全パトロー
ル」ボランティア

　近年頻発する児童を狙った悪質な犯罪に対処するために、平成17年に児童の登下校を見守る「戸出東部子ども

安全パトロール隊」が結成された。PTAを中心に地域とも連携し、毎日の交通安全に貢献している。
　また、戸出七夕まつりの際は、夜間パトロールを実施するなど、児童の非行防止にも注力しています。

167 中田福祉活動会 　活動休止中

169 Ｆｕｊｉ

　高齢者、障害者の生活支援（掃除・修理・送迎）

イベントの参加（富山県芸術文化祭、高岡市なべ祭り、七夕祭り、燈火の路、瑞龍寺ライトアップ、富山マラソ
ンの応援等）

170
子育て支援サークル「ちゃいるど
クラブ」

　子育て中の保護者の皆さんとお茶をいただきながら、子育ての喜びや楽しみ、悩みや不安などを和やかに「情
報交換」を行っています。
　親子で楽しく遊んだり、手あそびや絵本の読み聞かせ、季節に合った行事なども取り入れています。

　子育て支援に関心がある方は、ぜひともお仲間になってください。
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171 ポップコ－ンキッズ

　地域の子供達に踊りの楽しさを伝えていきたいと、根山泰子先生がボランティアで子供達によさこい踊りを指

導してくださっています。
　よさこい踊りを通した児童および未就学児の健全な心身の育成を目的とし、異年齢の集団行動の体得や、運動
に親しむ態度の育成、責任感や連帯感を大切にしています。

173
富山県立志貴野高等学校ボラン
ティア部

　社会福祉施設訪問、交流活動

176 友愛お便りクラブ 　独り暮し老人への年賀状・手紙の代筆と、年賀状や暑中見舞葉書を届ける

177 幸謡会
日本民謡を中心に施設訪問

福岡町のイベント出演(リバーサイドフェスタ、つくりもん祭りなど）

178 小矢部川に学ぶ会

　2002年の設立以来、河川の環境学習を通じて児童・生徒・保護者を対象に、自然への興味・関心を高めること
を目的として活動しています。小矢部川に渡って来る鳥や河川敷に生育する草花、魚や昆虫等の水生植物を観察

する5回の自然観察会や、全国一斉の水質調査への参加が主な活動内容です。

182 福岡豊笑会

民踊により老人ホーム等の施設訪問

おさらい会（会での発表会),発表会(福岡町での芸能祭り)
ボランティア参加
こぶし荘　生きがい倶楽部

185 福岡町赤十字奉仕団

　福岡町赤十字奉仕団は、昭和58年に発足し福岡町を中心に活動しています。
　ひとり暮らし高齢者の訪問、献血協力、災害救護活動、福祉施設慰問、講習会の開催などです。

　私たちは、誰もが安心して住み続けられる地域づくりのお手伝いを引き続き行っていきたいと思っています。
　皆さんもぜひ参加してください。

191
福岡子育て支援センター子育てｻ
ﾎﾟｰﾀｰ「ふくっこ」

　子育て環境アンケートより、入園前は他の子供たちとふれ合う機会が得にくいという状況が見え、福岡町女性

ネットワークは、「親子でつどうゆう遊広場」を平成6年より月1回開き、平成17年に福岡町子育て支援センター
が開設されるまで続けた。その後は、支援センターの子育てサポーター「ふくっこ」として活動している。

192 朗読：夢と希望の会

　老若男女を問わず、夢と希望を持ち続けることと、日々を楽しむことが大事であろうと思います。物読や詩の
朗読を通して、それを多くの人に伝えたいという願いから、朗読のボランティア活動を20年近く続けています。

　お呼びがかかれば、都合がつく限り、ご要望にお応えしたいと思っています。ボランティアセンターにご連絡
を。

194 緒の会
日常は趣味の踊り教室
各種イベント参加・伝統民間舞踊での施設訪問活動

196 仲良しサロン

　行事的な活動は、多世代交流の七夕の集いやもちつき大会、日帰り温泉、ひな祭りの集いを実施。子供も含め

みんながふれ合える場づくりをしています。
　また毎週1回「ワイワイ広場」を実施。第2・4週は体操の後のおしゃべり、第1・3週は童謡や懐メロを歌い、お
しゃべりも交えた「歌声広場」で楽しい時間を過ごしています。

197 ひまわり一座
　劇団ひまわり一座は、平成15年度に富山県いきいき長寿センターに登録した劇団です。県内外を中心に活動を
行っています。
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199 もみじの会
福岡町町内の70歳以上の独り暮らし高齢者に対して、春と秋の年２回（３月と９月）、おはぎを手作りし、配
布している。

201 買物くらし応援団（ＮＰＯ）

　平成18年4月に、ボランティア組織として設立しました。4年後、新湊でも可動し、誰もが楽しい生活ができる

よう買い物を代行し自宅までその日の午後商品が届くよう努力しています。お店から4Km以内の方々を会員制にし
て、年会費を1000円、1回の配達に100円頂き、総員12名で買物の受付・区別・配達をしています。
　お互いが、健康な生活を楽しんでいます。

204 福岡読み聞かせグループ 子どもたちにお話しを聞く楽しさを伝えたり、紙芝居をする。

205 ぐりとぐらの会

　楽しい遊びを考えてこどもたちと遊ぶ。

　必要とする人や団体の活動（障がい者の人たちの活動、震災支援活動）へ、できることを協力します。環境保

護のための活動をします

206
あしつきふれあいの郷ボランティ
ア

・定期的な利用者対象の軽作業・軽運動・行事への参加

・年1回の地域交流「あしつき秋祭り」の参加・お手伝い

207 高岡フラワーライオンズクラブ

青少年健全育成、保健社会福祉、環境保全美化の活動を高岡市民と地域に対して行う。

青少年健全育成・・・チャリティ・ジャズコンサート、薬物乱用防止教室
社会福祉・環境保全…献血呼び掛け、保育園の植樹
地域文化…瑞龍寺ライトアップ、万葉集朗唱の会燈火の路

210 ＭＯＡ高岡健康推進の会

　（医）玉川会金沢クリニックと連携しながら、統合医療として３つの健康法（元気になる食事法、美術文化
法、生体エネルギー療法）の研究推進、MOA自然農法、食育ｾﾐﾅｰ、料理教室、講演会、児童作品展、生け花、青少

年の教育に取り組むと共に、資格制度をもってボランティア人材の育成に取り組んでいます。

213 カトレア会

　私達カトレア会は、平成4年12月1日に発足し、福岡町赤丸を拠点として活動しています。地域に於いては文化

祭に参加、高岡市及び隣接の市の福祉施設への慰問を中心とし、大正琴の美しい音色でなつメロ、演歌、民謡、
時には新しい歌にも挑戦して一人でも多くの皆様に、心の安らぎと楽しみを届られる様活動を行っています。

214
特定非営利活動法人
森のむささび

・環境の保全

・社会教育の推進
・農村漁村又は中山間地域の振興

215 オカリナサークルエーデルワイス

　ほのぼのとしたやさしい音色に惹かれて、友人たちと発足したオカリナサークルです。オカリナは、手軽に楽

しめる陶器製の楽器です。素朴な音からは、土のぬくもりと温かさが伝わります。フォークソングや日本の叙情
歌、唱歌等を中心に練習を重ね、施設慰問やボランティア広場を発表の場としています。気軽にLet's　tryで

す。

218 豊友会

　郷土高岡の民謡、唄、踊り、三味線、太鼓等保存育成普及伝承に力を注いでいます。全国日本民謡、津軽民謡

も唄踊り楽器等楽しんでいます。子供達や障害児、老若男女の方々とのふれあいで、民謡を通して共に楽しむ事
を目的としております。高岡市の各種イベントや福祉センター、老人ホーム、病院、公民館等でボランティア活
動を行っています。

220
福岡観光ボランティアグループさ
くらの会

学習会、研修会の開催。観光の案内及び説明
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221
ＮＰＯ法人Ｎプロジェクトひと・
みち・まち

　男女共同参画の地域防災推進に取り組み、連合自治会や単体自治会、自主防災組織の支援活動を進めている。

また子どもたちに「女性差別撤廃条約」をわかりやすく伝え、自信を持って自分らしさを大切に得意分野を活か
していきいきと生きていくことを応援する「セダウミブック」を作成し、ワークショップを展開してたいと考え
ている。この取り組みは次世代の男女共同参画の地域社会づくりににもつながる。自転車も活用できる環境・健

康に良い持続可能な交通システム・まちづくりの推進にも10年前から着手している。

223 ハーモニックやまぼうし 福祉施設等からの要望に応じて慰問活動

224 津軽三味線高岡訓若会 芸能による施設訪問等

226 おもてなしグループ さくらG
　高岡公共施設での案内、イベント協力

「夕日の像」の子ども達の夏・冬の衣装制作

227 高岡市日中友好協会

　本協会発足以来、講演会「日中友好の碑」献花祭、中国を知る会、春節のつどい、会報の発行等、数々の事業
に取り組んできました。さらに、高岡市・錦州市友好都市提携岐南事業では、高岡市民友好訪問団を錦州市に派

遣して交流事業を展開し、相互理解に大きく貢献しています。みなさん、ぜひ一緒に活動してみませんか！

228 環の会

　環の会は、地球温暖化防止活動推進員と環境保護に関心のある有志で構成したボランティアの会です。隔月の

例会で情報交換し、主に『川のすこやかさ調べ』を小学校児童と一緒に行っています。
　また、富山県や高岡市と連携して親子環境教室を実施することで環境保護に努めています。地域や企業訪問を
し、研修活動も行っています。

230 Ｊａｍﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾗﾌﾞぴぃ～す NPO法人Ｊａｍへの協賛活動、地域のみなさまと楽しめるイベント企画。ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ交流会にも参加しています。

231 サーちゃ一座 活動休止中

233 いきいき脳トレクラブ

「楽しい笑顔のある脳トレ」活動をとおして高齢者の物忘れや認知症予防の啓蒙活動に取組むクラブです。平均
寿命の伸びと共に認知症や軽度認知障害が年々増加中と国が推計を発表しています。依頼先の「いきいきふれあ

いサロン」等に出向いて参加者と楽しい脳トレに取組み、脳の老化防止、活性化や認知症予防を呼びかけていま
す。

235 富山日伯交流友の会

　ブラジル移民100周年記念祭の開催から今日まで、防災訓練、夢を語る会、ブラジルフェスタ等数々の事業に取
り組んできました。さらに、毎年出店している日本海なべ祭りでは、トマトチキンスープを販売して、広く食文
化を市民に紹介しています。興味のおありの方、ぜひ一緒に活動しませんか！

237 中保民謡会

　高岡に古くから培われてきた沢山の民謡、歴史の数々の伝承と普及保全に取り組んで参りました。各施設訪

問、老人会、芸能発表などで、高岡民謡・全国民謡・津軽民謡など唄、踊り、三味線、太鼓などの演奏披露をし
て皆様に楽しんでもらい、私たちも楽しんでやっています。

238 ALECE高岡

　アレッセ高岡は、外国にルーツを持つ子供たちの高校進学を主な目的に、2010年に活動を始めました。現在
は、対面学習支援、オンライン学習支援、動画制作プロジェクト、高校進学説明会、市民性教育プロジェクトな
どを行っております。SDGsフォーラムなども開催予定です。多くのご参加、お待ちしております。
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243 ぷれジョブたかおか

　「ぷれジョブたかおか」は、障がいのある子どもたちの仕事体験をサポートしています。1週間に1回1時間、サ
ポーターに見守られながら、地域の商店等で6か月間仕事体験をすることで、たくさんの地域の人たちとふれあい
ます。そのふれあいを通して障がいのある人たちへの理解を深めて共生のまちづくりを目指します。

244 キャロットの会
　ギター・ハーモニカ演奏で老人福祉施設へ慰問。いきいきサロン、敬老会へ参加協力。学童保育、保育園への
協力。

245 とやまさくら守の会　高岡地区

　国花である桜の知識、保護、育成、管理、名所のPR、地域のイベントの協力、マスコミへの開花情報の提供等
を目的として活動しているボランティア団体です。養成講座や研修会を開催して会員を募集しています。射水、

小矢部、氷見、高岡市に住んでいる方仲間になりませんか。

250 バルーンアートつくるんズ

　夫婦2人で始めたバルーンアートをボランティアに役立てようと思い、平成24年6月にボランティア登録して以

来、保育園、幼稚園、老人福祉施設、地区老人クラブ、児童クラブ等へ出向し、バルーンアートの実演及び作り

方指導を行っています。今後も続け、ボランティアに努めたいと思います。

251 二胡＆マンドリンシスターズ

　このグループは、2012年に発足しました。メンバーは合計５人です。二胡とマンドリンの異色の楽器を組み合
わせて素敵なハーモニィーを奏でます。活動の中心は、老人福祉施設等への慰問です。童謡、民謡、演歌、Ｊ

ホップスなど多方面にレパートリーを広げ、依頼者の要望に応えるべく、日々研鑽に努めています。

252 伏木地域総合福祉活動委員会

・伏木地区住民の要援護者情報やニーズ把握に努め、部会やケース検討委員会に図り、地域に関係機関及び関係

団体と共に適切な福祉援護を実施する。
・毎月第1水曜日に雨晴苑・伏木苑でのシーツボランティア活動を行っている。
・伏木地区に福祉の情報を発信するため、「ふしき社協だより」を年2回発行している。

253 民舞踊豊之会

　私たち豊之会は、5歳から80歳後半までの人達で民謡を楽しんで踊る活動をしている会です。
１年を通して色々な活動をしていますが、介護施設などへのボランティア訪問には特に力を入れております。
ボランティア訪問では踊りを通じて様々な年齢の方や、地域の方と交流する事により、年齢を超えた学びを体験

出来ます。

255 まちなか元気案内人
　これまでの知識や経験・人脈等を最大限に生かし、観光案内やまちなかの清掃及びイベント支援等に取り組
み、一人一人が打ち込めるまちづくり活動を展開する事で、市街地活性化に寄与する。

257 なでしこ会

　家族が日頃の思いを語り合い、心の軽減する事により、うつ病やうつ状態の当事者と家族の療養環境の向上に

寄与する事を目的に各事業を行う。
①啓発・広報②相談（ﾋﾟｱ・ｶｳﾝｾﾗｰ）③家族交流会④研修会を行っている

258 高岡市鍼灸マッサージ師会

　高岡市鍼灸マッサージ師会は、市民の健康保持に少しでも協力できるよう、｢高岡市ボランティア広場｣に鍼灸

マッサージ無料健康相談会として参加。平成28年からは介護予防面で協力できないかと思い、市民を対象に｢寝た
きりを防ぐ運動とマッサージ講習会｣を開いています。地域の公民館などからの講習会の要望をお待ちしていま

す。

260 森の子くらぶ 福祉施設利用者とのふれあい、通院・買い物・お祭り等の付添い、食事やお菓子作り等を行っている。

261 ＥＧＧ 英国人講師による英語指導。市内を英語で案内する英語ガイド実習等を行っている。
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264 ドレミの会 キーボードを使った音楽活動を通して人々に触れ合い、和み、癒しを提供する。

266 成美校下守ろう隊 成美小学校児童の登下校の見守り活動や、青パトによる校下一円の巡回パトロール（月２回）を行う。

268 ホーウルウルの森 実行委員会 イベント『みんなのマーケット&ショップ・ホーウルウルの森』年1回

269 東五位しあわせ花壇 東五位地域の住民が実施団体となり、植栽帯の美化及び歩道の清掃等の活動を行う。

270 野村地区環境保健衛生協議会

　いわせの通り他美化活動、環境美化パトロール実施、がん検診受診の奨励、協力、校下健康づくり
懇話会、健康ウォーキング、二上山特別清掃ほか市主催特別清掃及び美化活動に参加

271
傾聴ボランティア「ぬくもり高
岡」

　私たち傾聴ボランティアは、利用者の方々とじっくりお話を聴かせてもらい、うれしい話に花を咲かせ、つら

い話には共感し、一緒に楽しいひと時を過ごすことを行うボランティアです。出来るだけ多くの方とお話しする
ため、時間を調整しながら行っています。毎月決まった曜日に行きますので、又会うことがとても楽しみです。

272 高岡西ロータリークラブ

　当クラブは1966年に全国で785番目に産声をあげ、3人の地区ガバナーを輩出し中核クラブとして「奉仕の理
念」を実践してきました。高岡愛育園とのピクニック、鳳鳴苑への訪問やRC財団への寄付など実績を積んでいま

す。30代から80代の会員が、今も年の差を感じさせない付合いの風土で、全員が一緒になって活動をしていま
す。

273
特定非営利活動法人富山県防災士
会

　富山県防災士会では、自治体の防災訓練、自治振興会主催の防災イベントの参加、自主防災組織への防災講座

など多岐にわたる防災啓発活動を実施しています。また、近年多発している河川氾濫による被災地への支援活動
もしています。新型コロナウイルス禍での避難所開設なども各地区にて助言しています。

274 イ・レガーミ

 平成22年に2名で発足し、その後メンバーが徐々に増え、現在は男性3名女性2名の5名編成し、懐かしの昭和時代
の楽曲を得意とする平均年齢が69歳の熟年バンドです。

　「イ・レガーミ」とはイタリア語で「絆」という意味で、主に地域、団体の各種イベントへのゲスト出演や、
老人福祉施設の慰問等音楽活動をしています。

276 高岡アラートライオンズクラブ 広く災害に対する支援及び地域活動に対する奉仕活動を行う。

277 医療生協高岡支部「虹のまち」

　歩いて行ける所で楽しく健康づくり、地域丸ごと健康づくりをということで、各公民館で認知症、転倒予防体

操や生活習慣病予防学習、体操などを行い、各イベント会場で医療福祉の専門家や各団体と協力し、骨密度、血
管年齢測定などの健康チェックと健康生活相談を行っています。中川地区の虹のまち家で健康カフェを開催して
います。

278 ふしき夢人
・勝興寺をはじめ、伏木近辺をより多くの方々に知っていただく活動
・活動エリア及び関連地の歴史、地理などの勉強会と探訪会企画
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279 トークサロン　エンジェル会
　日常生活の中での私達の様々な問題課題、悩みや、感じることを出し合い話し合い、心のデトックスを目的に
前向きに、明るく語り合うサロンです。

280 音楽グループかがやき

　地元に住む楽器好きが集まって、各施設等で演奏活動しています。また、イベントにも声が掛かれば参加して

います。皆さんが、音楽と歌で明るい気分を味わってもらえる様いつも楽しく練習を重ねています。
　平均年齢が約70歳の第二の人生を迎えてもなお好きな音楽に情熱を燃やしています。

281 二上山の自然を守る会

　発足の動機と理念。「協働と奉仕の心」
　日本経済の高度成長期と共に、二上万葉ラインが建設。社会変化と自然破壊は表裏一体と言っても過言ではな
い。地元先人は、自然の必要性を広く呼びかけ、官民ともに取り組む情報を提示、会の設立に至る。以後、先人

の熱い意志を継承し、8.4キロの万葉ラインの安全と美化パトロールに努めています。

283
JA高岡女性部ボランティアグルー
プ

地域の元気な高齢者が集まる各地区の「ふれあいホーム」の活動運営、JA高岡福祉事業施設もえぎの里での健康

づくり活動をしている。

284 男岩松保存会

　国分海岸沖合にある男岩の松・榎木・ハマナスの維持及び同海岸の環境美化活動を行っています。
　具体的には、男岩樹木の観察と必要措置の実施。環境美化については、毎月最終土曜日を管理日として、海岸

林の草刈り及び漂着物や投棄ゴミの収集を行っています。
　その他、釣り人などに、環境美化の声かけも実施しています。

285 下黒田子供見守り隊の会 地域児童の登下校時に黒田新町交差点での見守り活動を毎週金曜日に行なっている。

286 高岡マジックサークル

　当サークルは、マジックを生涯趣味としていた個人が集まり、サークルとして発足しました。主に、老人会、
各種サロン会等多種の催しに招かれて、演芸としてマジックショーで脳トレを取り入れて、「集えて楽しい、

行って楽しい雰囲気作り」をモットーとして活動しています。月1回、研修会や手作り用具の作成や工夫もしてい
ます。

288 小栗小児科子育てクラブ

　親子の絆づくりプログラム”赤ちゃんがきた”を開催しています。

　親子一緒に参加してふれあいながら、DVDやテキストで、「少し先を見通した子育て」を学びます。
　親子の絆づくり・育児の学び・仲間づくりを目的とした4回連続の講座です。

289 立野地区こども安全パトロール隊 学校指定の通学路での危険が予測される交差点等における見守りを実践している。

290 高岡西高校ＪＲＣ部 地域の福祉施設の訪問や清掃など、各種ボランティアに参加し、地域の方々との交流を大切にしている。

291
美しいまちづくり高岡市民連絡会
議

　高岡市美しいまちづくり高岡市民連絡会議では、市民の環境美化意識の高揚に努めるとともに、市民の手によ

る魅力あふれる快適環境のまちをつくるため、清掃美化活動に努めています。主に、中心市街地・公園・道路・
河川・海岸などの身近な公共空間の環境保全を図っています。

292 高岡城峰会 　唄、三味線、踊りは豊之会と共に協力して、県内一円の介護施設にボランティアとして慰問しています。
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293 横田校下健康づくり推進懇話会  地域住民が健康で生き生きと暮らせる「地域ぐるみで取り組む健康づくり活動」を推進している。

294 ＡＳＩＡ（エイジア） 活動休止中

296 コーラス苺の会

　平成27年発足した当会は、月2回第1、3日曜日に練習しています。年2～3回老人ホームなどで慰問活動をしてい
ます。大きい声で歌うことは、大変健康にいいそうです。西原先生のすばらしいピアノ伴奏に合わせ、元気に楽

しく練習しています。みなさんも一緒に参加しませんか！お待ちしています。

297 ダンシング・ハーツ・サウザンズ
 ダンスを通して地域活動に協力し、ダンスの向上を目指している。障害者施設やデイサービスへの慰問。高岡市

や施設のイベント等にも参加している。

298 グリーンサポート十夢草野の会
 二上万葉植物園内で草刈り、枝打ち、清掃、植樹などの活動や二上学び交流館で自然解説を児童、保護者に行

なっている。

299 押川一座  オカリナ・民謡太鼓・横笛・ハーモニカ演奏を地区のイベントや老人施設等で行う

301 中田もえぎの会  地域住民の健康推進や高齢者支援及び地域の食材を使った料理の普及を行っている。

302 菊榮会  日本舞踊を披露して、地域や福祉施設等で、ふれあい交流する活動を行っている。

303 笑いヨガ「ＭＡＹＯＫＯ」

 笑いヨガとは？
・笑いの体操とヨガの呼吸法を組み合わせた健康法です。

・笑うことで呼吸が自然と深くなり、心身共にスッキリと元気になります。
・作り笑いでも、本当の笑いと同じ効果が得られます。
 あなたも一度、体験してみませんか！！

304 福岡いきいき脳トレクラブ

 地域の高齢者の皆さんに、「元気ではつらつと生きがいをもって過ごしてもらおう」と平成28年2月設立。

現在31名の会員が5地区支部体制で活動しています。
 こぶし壮や老人福祉施設、公民館やふれあいいきいきサロン等で、認知症予防や介護予防による健康づくり生き
がいづくりのお手伝いをしているボランティアグループです。

305 NPO法人生命の貯蓄体操  健康と体力づくりのため、貯蓄体操を知っていただき、疾病予防と健康増進に寄与する。

306 上野ミュージック・ステーション  グループで歌・演奏を行い、イベント協力や福祉施設訪問を行う。

14 / 16 ページ



登録
№

グループ名 活動内容

307 アート＆クラフト  美術作品や手芸作品の創作活動を通じて、心の解放、認知症の予防、他者とのコミュニケーションを図る。

308
公益社団法人　認知症の人と家族
の会富山県支部

 認知症の人と介護家族の①集い、②電話相談、③会報活動、認知症の正しい理解など啓発活動を行うほか、認知
症カフェも開催している。

309 SUGET

　伝統的な「菅笠」が需要の減少と生産者の高齢化によって、姿を消しつつある、全国一の産地である高岡市福
岡町でも深刻な衰退の危機が叫ばれて久しい状況にあります。
　そんな流れを止めたいと、社会人のOB有志が自分たち出来る産業支援に立ち上がり、小学生への菅栽培の指導

や菅染め作業、菅笠の販売を手掛けています。

311 ＳＯＧＯ  森林の下草刈り等の整備活動や、福岡町沢川地区における２つのフィールドにおける整備活動を行っている。

312 全国PHP友の会高岡

　ＰＨＰ友の会は、月刊誌『ＰＨＰ』（ＰＨＰ研究所発行）の読者が中心となって、「素直な心になりましょ
う」をモットーに勉強会（学び）、交流会（出会い・仲間づくり）、社会貢献活動などを行っている任意団体で

す。全国はもとより、台湾、韓国、インドなどとも、国際交流員会を通じて、交流のの輪が広がっています。

314 懐メロミュージックフレンド

　私達は、ボランティア活動として発足し、通年16年間の活躍を続けています。重い機材を運んだり、多々の苦

労はありましたが、施設に行きますと、それもどこかへ。懐かしい唄や曲が流れますと、嬉しさに皆さん一緒に
口ずさんで下さったり、涙を流される方もいらっしゃいました。お声をかけて下されば、元気と癒しをお届けし
ます。

315 スマイルハート

　介護レクリエーションで、わたしたち日本アクティブコミュニティ協会会員が笑顔をお届けします。
  バルーンアート､模様折り紙、貼り絵など指先の運動、集中力の向上、脳の活性化、認知症予防を目指していま

す。

316 クローバー会

　私たち「クローバー会」は、2017年1月に発足した結婚を希望する方々に出会いの場を提供するグループです。

年に2回から3回のイベントを開催し、数組のカップルが誕生しており、その中にはゴールインした方もおられま
す。これからも結婚を希望される方々に寄り添い活動して参ります。

318 五感でつくる温もりアート.ココロ

「臨床美術」を体験してみませんか。「臨床美術」とは、絵や立体などの作品作りを通して脳を活性化させ、高

齢者の認知症予防、働く人のストレス緩和、子どもの感性教育などに効果が期待できる芸術療法のひとつです。
プログラムに沿って私たち臨床美術士がいっしょにやっていきますので、誰でも楽しく取り組めます。

319 二胡倶楽部　胡蝶  様々なジャンルの曲を演奏し、楽器の説明をすることで多くの人に二胡や揚琴（中国琴）を知ってもらう活動。

320 いいとも一座  老人福祉施設などで、劇やふえ、踊りなどを披露する活動を行っている。

321 たかおか観光ガイド連絡協議会
 高岡の歴史文化に対する理解を深め、高岡の良さを啓蒙するため、ガイドの知識及び案内技術の向上やグループ
の連携強化を図ることにより、地域観光振興に寄与する活動を行っている。
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№

グループ名 活動内容

322 とやま発達障がい親の会

　発達に凸凹のある子どもを持つ家族の会です。
　月に1度ほど集まり、ざっくばらんに家族同士悩みや情報を共有したり、勉強会を開催したりしています。
　こんな時どうしてる？など気軽に話せる仲間づくりをしませんか？

　とやま発達障害親の会は、子どもも親も笑顔になれる場を目指して活動しています。

323 楽笑会福岡  健康マージャンの普及と参加者の健康維持を図っていくことを目的に活動を行っている。

324 千保川クルーズ実行委員会
 千保川を”川と親しみ、川を楽しむ”空間に再生するための方策を、実践的行動を通じて考える事を目的とする
活動を行っている。

325 西五位おたっしゃクラブ

　地域の高齢者の方々に、元気ではつらつと過ごしてもらう為、平成29年3月にクラブを設立。公民館、ふれあい

いききサロン、老健施設等で脳トレやはつらつ体操等を行い、認知症予防や介護予防による健康づくり、ふれあ

いの場による仲間づくり生きがいづくりのお手伝いをしているボランティアグループです。

326 華舞踊会  老人福祉施設などで、唄や踊りを披露して楽しんでもらう活動を行っている。

327 オリーブの会
 グループカウンセリングやピアカウンセリングを用いて、自分の問題を自分自身で解決するように支援する活動
を行っている。

328 ハッピィーカフェ
 劇や音楽、歌など高齢者または子育て中のママさん達の心をうるおし、元気になっていただけるように、ニーズ

に合わせて活動を行っている。

329 博労校下健康づくり推進懇話会  地域住民のガン検診の協力や受診の呼びかけなど、健康増進を目的とする活動を行っている。

330 博労防災士会

　博労防災士会は、幅広い防災啓発活動を実施するとともに、平時の地域防災力の向上と、災害時に支援活動に

取り組む防災士とその活動に賛同する会員で、地域住民の安心・安全の町づくりに寄与することを目的としてい
ます。現在10名の防災士で構成しています。

331 古府校下健康づくり推進懇話会

　当会は会員数40名です。自治会、婦人会、福祉活動員・食改員、老人会などから構成されています。活動とし

ては、がん検診や健康づくり（筋力アップ教室・おたっしゃ教室等）の手伝いやウォーキングの実施をしていま
す。

　『自分たちの健康は、自分で守る』をスローガンに頑張っています。

合計 189
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