
魚津市ボランティアセンター登録一覧表

魚津市ボランティアセンター登録団体・個人　　　ボランティアグループ：84団体、個人ボランティア：53名

そのなかで公開の承諾を得ている団体・個人　　　ボランティアグループ：67団体、個人ボランティア：18名　　　　　　　　　　　　（2019年1月31日現在）

福祉分野（全般）

グループ名 活動内容 会員数 主な活動範囲

各地区社会福祉協議会 住民のささえあいによる地域福祉活動や、交流事業を推進し、住みよい地域づくりを行う ー　*1 市内13各地区

（NPO法人）つむぎ 住民（高齢者・障害者含む）の地域活動・交流の場、オレンジカフェの運営 28 市内

はとの会 民生委員有志の会。福祉施設等を訪問し、利用者とお話、歌を通した交流活動 80 市内

*1 各地区による

福祉分野（高齢者）

あんどの里ボランティア あんどの里でのお手伝い、芸能披露 23 あんどの里

お便りボランティア水無月会 施設入所中の一人暮らし高齢者へお便りを出す活動 5 市内

上中島地区配食ボランティア
りんりんの会

上中島地区の高齢希望者へ弁当の提供・見守り、地区社協の行事支援 39 上中島地区

上野方配食ボランティアグループ 上野方地区の高齢希望者へ弁当の提供・見守り、地区社協の行事支援 12 上野方地区

経田地区配食ボランティア
はまぐりの会

経田地区の高齢希望者へ弁当の提供・見守り、地区社協の行事支援 37 経田地区

福笑いの会 在宅の一人暮らし高齢者等の傾聴ボランティア 5 市内

プチトマトの木 新川ヴィーラでのお手伝い、芸能披露 74 新川ヴィーラ

夢いちばん 高齢者等の傾聴ボランティア 5 市内

福祉分野（障害者）

アイサポートkirara 点訳による障害者支援、行政・個人等からの依頼で文書等の点訳、福祉教育講師 45 県内

I-netコロンパス 障害者を対象としたパソコン教室の開催（障害者交流センターにて）、一緒にパソコンを楽しむ 8 市内

魚津市障害者連合会 障害当事者と地域住民等との交流事業 ー　*2 市内

魚津市手話サークルたんぽぽ 手話の普及・理解促進活動 20 市内

魚津市手をつなぐ育成会 知的障害児（者）や保護者の情報交換と交流、地域交流と理解促進活動 64 市内

音訳サークルうぐいすの会 音訳による視覚障害者支援、行政・個人等からの依頼で文書等の音訳CD製作、視覚障害者との対面朗読・交流 15 市内

てんドリーム ITによる視覚障害者支援、web上の点字ﾃﾞｰﾀの収集、検索サイト運営 4 自宅・web上

どんどこ隊 音楽療法を中心とした障害児（者）の生活の充実・社会参加・理解促進 13 市内

新川地区重度心身障害児（者）
親の会それいゆ

障害児（者）の生活の充実・社会参加・理解促進 18 新川地区

*2各団体代表により組織

福祉分野（こども）

おはなしの会おとぎの森 絵本や紙芝居の読み聞かせ・パネルシアター・エプロンシアター人形劇でこどもや高齢者と交流 10 県内

お話の会　サン・フラワー会 子育て中の親子や高齢者と、歌や紙芝居・絵本等で交流 10 市内

子育てサロン　アップル 加積地区の子育てサロン（乳児・幼児と親との交流、支援）活動 10 加積地区

子育てサロン　たんぽぽ 村木地区の子育てサロン（乳児・幼児と親との交流、支援）活動 10 村木地区

どんぐりの会 魚津市立清流小学校で朝の読み聞かせ活動 5 清流小学校

保健・医療分野

うおづ健康推進の会 セミナ－の開催等による健康推進活動 14 市内

魚津市食生活改善推進連絡協議会 栄養や食生活に関する知識の普及活動、地区行事等への協力を通して、市民の健康維持増進に協力 87 市内

富山県パーキンソン病友の会
新川地区

当事者の支援・交流会の参加、定例会の開催 25 新川地区

ほほえみの会 富山労災病院にて来院患者の受付お手伝い・行事の補助・除草等 17 富山労災病院

生涯学習分野

魚津市立図書館ボランティア 読み聞かせ等（おはなしを楽しむ会・ベビーブックの会・手作りの会）、リサイクル図書整備 55 図書館

学びの森寺子屋事業
推進実行委員会

中低木の管理・管理方法を学ぶ「四季の剪定教室」開催 18 市内

文化芸術分野

いきいき・アロハ・サークル
（魚津・入善）

フラダンスによるイベント参加・施設等訪問 48 県内

魚津カラオケ友好会 唄によるイベント参加・施設等訪問 19 新川地区

魚津琴修会 琴の演奏によるイベント参加・施設等の訪問 20 市内

魚津蜃気楼節保存会 魚津蜃気楼節による施設訪問・地域交流。蜃気楼節の伝承 24 県内

魚津マンドリン・ギター
アンサンブル

マンドリン・ギターの演奏によるイベント参加・施設訪問 13 市内

魚津民謡愛好会 民謡・踊りによるイベント参加・施設訪問 15 新川地区

花秋会 日本舞踊によるイベント参加・施設訪問 18 市内

カラオケありそ海 歌によるイベント・施設・高齢者サロンの訪問・交流 10 新川地区

きょうでんハーモニカ愛好会 ハーモニカ演奏によるイベント参加・施設訪問 6 市内



鈴の会 唄と踊りによるイベント参加・施設訪問 5 新川地区

男声合唱団ジョイフルフレンズ 合唱によるイベント参加・施設訪問、音楽を通した地域文化の発展 26 新川地区

なかよし民謡サークル 三味線と太鼓の民謡と踊りによるイベント参加・施設訪問・交流 12 新川地区

なんでもや～歌謡団 演歌・ポップス・洋楽などの歌をバンド演奏、イベント参加・施設訪問 6 新川地区

南天星一座 民謡と踊りによるイベント参加・施設訪問 8 新川地区

新川相撲甚句会 相撲甚句によるイベント参加・施設訪問・地域交流、相撲甚句の伝承 25 県内

ニューリバー歌謡倶楽部 歌・手品・バルーンアート等によるイベント参加、施設訪問・地域交流 2 新川地区

ハニーオーシャンズ バンド演奏によるイベント参加・施設訪問 7 新川地区

フレッシュハーモニー ハーモニカ演奏によるイベント参加・施設訪問 6 新川地区

ミラージュハーモニー ハーモニカ演奏によるイベント参加・施設訪問 9 市内

嘉の会 琴によるイベント参加・施設訪問 4 市内

環境自然保護分野

魚津山岳協会 魚津市内の登山道の保守・保全 16 市内

魚津市環境保健衛生協会 各地区の環境保健衛生の普及・啓発 270 市内

（NPO法人）地域福祉協会 地域の竹林・花木の植栽・手入れ、地域清掃 3 市内

にいなな（２７）会 西魚津駅の清掃・整備・除草・花壇整備等 15 西魚津駅

ハートクリーン魚津 海岸や公園の清掃、高齢者支援、笙（しょう）の演奏 20 市内

開木の里山を守る会 開木地区（大海寺新）の竹林・雑木林・放棄地の整備・管理 25 開木地区

地域社会分野

アイ・エス企画 企業の地域貢献活動として除雪ボランティア 2 市内

（株）岩崎技研 企業の地域貢献活動として除雪ボランティア 19 市内

うおづ囲炉裏の会 会員の得意分野を活かしまちづくり・魚津の活性化 6 市内

魚津観光ボランティア
じゃんとこい

魚津市内の観光案内・イベントの協力 39 市内

（有）岡本工務店 企業の地域貢献活動として除雪ボランティア 10 市内東部

交通センター経田支部 経田町内の交通指導・見守り活動 10 経田町内

新江口区防犯パトロール 新江口地区での防犯指導・見守り活動 11 新江口地区

（有）寺崎設備工業所 企業の地域貢献活動として除雪ボランティア 10 上野方地区

（株）パナソニックタワージャズ・
セミコンダクター労組魚津支部

企業の地域貢献活動として地域清掃活動・募金収集活動等 630 市内

災害救援分野

桃原寺仏教婦人会
（富山教区仏教婦人会連盟）

東日本大震災地域での交流会活動 10 東北

個人で活動

活動者名 活動内容

朝野　隆雄 謡曲を楽しみながら、ツボ整体で健康づくりの指導（整体師）

朝野　美緒子 笑いヨガ・ヨーガセラピー・歌体操などで健康づくりの指導

五十嵐　壽男 脳トレの指導、施設外出行事のつきそい

今井　琢也　 施設外出行事のつきそい

今井　千代子 施設行事での託児

内生蔵　克枝 施設での傾聴

大村　和也 施設での理容ボランティア

金山　道子 施設外出行事のつきそい、施設行事での託児

川平　絹子 施設のお手伝い

川形　寿隆 脳トレの指導

神田　みね子 施設のお手伝い

吉島　修 ギター伴奏・弾き語り、パソコン講師

小林　和子 笑いヨガ・介護予防体操などで健康づくりの指導

込山　翔 施設行事のお手伝い

澤井　大輔 施設行事のお手伝い、施設外出行事のつきそい

高林　咲子 施設外出行事のつきそい、施設での傾聴

田中　智子 施設行事のお手伝い、施設外出行事のつきそい、ピアノ演奏、イラスト作成

西本　美絵子 「シエラレオネの子供を支える会富山」（シエラレオネ共和国への寄付）の活動

ボランティア依頼や団体加入希望などのご相談は、右記までお問い合わせください。

（受け付け状況は、各団体・個人により異なります） 魚津市ボランティアセンター（魚津市社会福祉協議会内）

〒937－0801 魚津市新金屋二丁目13番26号

Tel 0765-22-8388／ Fax 0765-22-8390

Mail volunteer@uoshakyo.net 


