
平成27年度実績

講座名
開催
回数

参加対象 所属・講師（敬称略）

知ってほしい・知っておきたい
「障害者差別解消法」

1
金沢市内在住・在勤・在学
でボランティア活動に興味
関心のある方

社会福祉法人金沢をつなぐ親の会
常務理事　橋本　純一

私たちの街の
「福祉課題とボランティア」

1
金沢市内在住・在勤・在学
でボランティア活動に興味
関心のある方

金沢市社会福祉協議会職員

「災害に備える手話」 1
金沢市内在住・在勤・在学
でボランティア活動に興味
関心のある方

金沢市聴力障害者福祉協会
理事　吉岡　正人

高齢者向け調理講習会 2
配食会食調理従事者(ボラ
ンティア、民生委員、地域福
祉推進員など)

石川県栄養士会栄養士
橋本　良子

点字体験講座 2 一般住民、再受講者 石川県点訳友の会点字指導員

ボランティア講座
「ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの心構えについて」
「高齢者の身体や生活について」
「身体障がい者の身体や生活につ
いて」
「知的障がい者の生活について」
「傾聴編」

2

一般市民、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、
七尾市介護支援ポイント制
度
登録者、民生委員児童委
員、
地域福祉推進員

石川県社会福祉協議会職員
能登福祉会あっとほーむ施設長　川畑
繁子
みのり会みのり園就労支援員　澤野　千
賀子
徳充会青山彩光苑　課長　芳原　哲弥
石川県立看護大学教授　武山　雅志

災害食講座 1
町会、地区社協、ボランティ
ア、地域福祉推進員,民生
委員

石川県栄養士会栄養士
橋本　良子、坂口智枝美

災害ボランティア講座 1
町会、地区社協、ボランティア、
地域福祉推進員,民生委員
まちづくり協議会、防災士、

北陸学院大学人間総合学部
　准教授  田中　純一

手話奉仕員養成講座 53 一般住民、再受講者 石川県聴覚障害協会指導者

外出支援ボランティア実習講座 1 外出支援ボランティア登録者

身体障がい者　山下　靖一郎
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

福祉体験出前講座 2 小学校・企業
七尾市視覚障害者協会会長 天野　泰重
七尾市社協職員

視覚障がい者の地域生活を理解す
る見学研修

1
一般住民、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、民児
協

石川県視覚障碍者情報文化ｾﾝﾀｰ
理事長 米島　芳文、副施設長　米田　茂

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

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
いしかわ音訳の会　板倉　綾子

生活・介護支援サポーター養成講
座

8 小松市民
七尾市、氷見市、輪島市社協職員、日本
ＧＷＴ協会講師、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ職員

輪島市 生活・介護支援サポーター養成講座 6 輪島市民

社会保険労務士　田尻　佳代子
ＮＰＯ法人　百万石ワールドカフェ
みんなの保健室　中村　悦子
市健康推進課　市包括支援センター
配食サービス事業者
傾聴ボランティアグループ
輪島市社会福祉協議会職員

珠洲市 生活・介護支援サポーター講座 6 珠洲市民 珠洲市社会福祉協議会職員

加賀市 傾聴ボランティアフォローアップ講座 2 傾聴ボランティア
富山傾聴ボランティア・ピアの会松岡節子
NPO法人P.L.A　後庵正治

羽咋市 介助講習会 1 学生（高校生、看護大生）
羽咋郡市視覚障害者協会
会長　後石原　幸守
虹の会

ボランティア講座
社協名

金沢市

七尾市

小松市



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
社協名

ボランティア入門講座 3 市民
石川県社会福祉協議会職員
石川県立看護大学　教授　武山雅志
元高松病院ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ　石井了恵

お話し相手ボランティア養成講座 5 市民

（財）メンタルケア協会　坂尻他津子
石川県社会福祉協議会職員
石川県立看護大学　教授　武山雅志
元高松病院ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ　石井了恵
（社福）芙蓉会特別養護老人ホーム
ことぶき園職員

障がい者サポートボランティア養成
講座

1 市民 （社福）四恩会チェンジＡ、職員

お話し相手（傾聴）ボランティア養成
講座

2 白山市民
金城大学特任教授　大友順治
白山市社協傾聴ボランティア　大塚古江

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
ＮＰＯ法人ホールファミリー協会
理事長 鈴木絹枝

点訳ボランティア養成講座 12 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」
島田悦子、荒井明子

視覚障害者支援者養成講座 1 白山市民 ＮＰＯ法人プウプ　代表　吉村久美子

地域福祉委員会活動ヒント探し講座
入門編

5 町会から推薦された方
金城大学社会福祉学部
　教授　内　慶瑞

地域福祉委員会活動ヒント探し講座
実践編

3
上記入門編を終了された方
（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

地域福祉のつどい 1 市内地域福祉委員会・市民
金城大学社会福祉学部
　教授　内　慶瑞

”みんなでみんな”を考えるつどい 1 市民 川崎正美・草汰親子

能美市ボランティア連絡協議会研修
会

1
ボラセン登録グループ・
市民

金沢大学人間社会学域地域創造学類
准教授　眞鍋　知子

能美市民防災ネットワーク研修会 3 町会長・防災士・市民
にいがた災害ボランティアネットワーク
　事務局長　李　仁鉄
輪島市社協・県社協職員

企業ボランティアセミナー 2 市内企業・市民
能美市認知症キャラバンメイト
金沢倶楽部シニアマガジン
月刊「幸せのかたち」編集長　米田　洋

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

傾聴ってどんなこと？ 1 市民 ㈶メンタルケア協会　　坂尻　他津子

いきいきサロンボランティア研修会 1
いきいきサロン運営ボラン
ティア

同志社大学社会学部　准教授　永田　祐

福祉施設地域連携事業 2
市内福祉施設・事業所職員
及び管理者、責任者

金沢大学人間社会学域地域創造学類
　准教授　眞鍋　知子
能美市介護長寿課高齢者支援センター
　センター長　山下　実千代

福祉協力校活動連絡会 1
市内小・中学校教諭・ボラセ
ン登録ボランティアグループ

日本福祉大学社会福祉学部
　教授　原田　正樹

ジュニアボランティアクラブ
（体験講座）

20 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指導

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指導

心配ごと相談員研修 1 心配ごと相談員
財務省　北陸財務局
　多重債務相談員　齊田徳子

かほく市

能美市

白山市



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
社協名

野々市市 第1回ボランティア養成講座 1 住民
石川県社会福祉協議会職員
大和屋金沢店店主　別所　裕介

ボランティア基礎講座
「ボランティアってなあに」

2 町民
石川県社会福祉協議会職員
津幡町地域包括支援センター
　寺本　紀子

地域ささえあい事業養成講座
「高齢者・障害者の心と体を知る」

5 町民（ボランティア活動者）

特別養護老人ホームふぃらーじゅ
　庄田　紋子
介護老人保健施設ふぃらーじゅ
　西谷　すずな
町内グループホーム（実習）
津幡町社会福祉協議会職員

地域ささえあい事業養成講座
フォローアップ研修

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
「子どもの社会性と生活習慣」
「子どもの発達と理解」「子どもの病
気と予防」

4 子育て経験者等

石川県南加賀保健福祉センター
所長　沼田　直子
国立病院機構金沢医療センター
小児科医長　太田　和秀

災害ボランティア講座
～あれから5年～地域防災はどう変
わったか

1 町民（ボランティア活動者）
日赤石川県支部防災ボランティアリー
ダー
北村　裕一

内灘町
入門ボランティア講座
傾聴ボランティアフォローアップ講座
災害ボランティア講座

4 ボランティア・一般町民

金城大学　社会福祉学部教授　内　慶瑞
（財）メンタルケア協会　坂尻　多津子
石川県災害ボランティア協会会長　水戸
雅之

傾聴ボランティア養成講座 4 町民

石川県立看護大学看護学部
　教授　武山　雅志
野々市こころのクリニック
　ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ　寺西　里恵

地域福祉セミナー 1 町民 金城大学社会福祉学部　教授　内　慶瑞

ジュニアボランティア体験講座 2 小学生 社会福祉法人つばさの会　職員

福祉体験講座 1 中学生

Ｊａｍａｎｅｙ　石川
車椅子バスケットボールクラブ
　代表　岩崎　大輔
富山ＷＢＣ　副キャプテン　宮島　徹也

傾聴ボランティアフォローアップ講座 2 傾聴ボランティア (財）メンタルケア協会　坂尻　多津子

穴水町 ボランティア出前講座「命の教育」 1 小学生 町ボランティア連絡協議会長

町民介護講座 1 町民 元県立高松病院看護部長　木越　トヨ子

ジュニアボランティア体験講座 6 児童・親子
音訳ボランティア
読み聞かせボランティア
能登町社会福祉協議会職員

能登町

志賀町

津幡町

中能登町


