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電話：076-242-2378

FAX：076-256-2570

更新日：令和元年８月１日

施設の概要

電話：076-257-2333

FAX：076-257-2348

更新日：令和元年８月１日

施設の概要

定員：82人

担当者：宮本

施設種別：特別養護老人ホーム

名称：石川県八田ホ－ム

所在地：金沢市八田町東912番地
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☑　演芸等の披露や習字、華道等の指導
□　その他
（地域交流室の喫茶のお手伝い）

　特別養護老人ホーム石川県八田ホームで
は、ご利用者様の自立を支える支援を行って
います。少しずつ元気を取り戻され、笑顔が
増えてきているご利用者様もおいでます。ま
た、ご利用者様の余暇活動の充実を図り、そ
の人らしい生活づくりを目指した支援も行っ
ています。
　これからボランティア活動を行いたいとい
う方も、当ホ－ムの職員がサポ－トいたしま
すので安心してお越しください。

１日当たりのボランティア受入可能人数：３～５人

備考
・ボランティア活動の前には、事前に当ホ－ムにお越
　しいただき施設見学や確認事項、活動内容や日程等
　の打合せをお願いいたします。

☑　草花の手入れや花壇づくり
☑　演芸等の披露や習字、華道等の指導
□　その他
（　　　　　　　　　　　　）

□　お茶出しや食堂内の配膳・下膳
□　洗濯物の整理

☑　利用者の話し相手
☑　施設内の清掃
☑　囲碁・将棋等の趣味の相手

主な活動内容

☑　レクリエーションや行事の手伝い

備考
・時間帯は、14時30分からでお願いします。

1

定員：100人

１日当たりのボランティア受入可能人数：１人

主な活動内容

□　レクリエーションや行事の手伝い

施設種別：特別養護老人ホーム

所在地：金沢市平和町１丁目２番28号

名称：特別養護老人ホームあかつき

開設：平成26年４月１日、
個室ユニット型短期入所併設（10床）、
デイサービス併設（20人）

基本理念①至誠の心、②信頼の心、③ノーマ
ライゼーションの心

担当者：

□　草花の手入れや花壇づくり

□　利用者の話し相手
□　施設内の清掃
□　囲碁・将棋等の趣味の相手
□　お茶出しや食堂内の配膳・下膳
□　洗濯物の整理
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電話：076-245-5500

FAX：076-245-5536

更新日：令和元年８月１日

施設の概要

電話：076-262-1165

FAX：076-262-1159

更新日：令和元年８月１日

施設の概要

□　レクリエーションや行事の手伝い
☑　利用者の話し相手
☑　施設内の清掃
☑　囲碁・将棋等の趣味の相手
□　お茶出しや食堂内の配膳・下膳
□　洗濯物の整理
□　草花の手入れや花壇づくり
□　演芸等の披露や習字、華道等の指導
□　その他
（　　　　　　　　　　　　）

　当施設は100名定員という大規模な施設で
すが、８階建てであり、２～８階が利用者の
居住スペースとなっているため、比較的、少
人数での対応となります。また、重度の方が
多く、会話など難しい方が増えてきました。

１日当たりのボランティア受入可能人数：２人

主な活動内容 備考

3 施設種別：特別養護老人ホーム

名称：特別養護老人ホームいずみ園

所在地：金沢市増泉４丁目４番28号

定員：100人

担当者：立川

□　レクリエーションや行事の手伝い ・感染症予防のため、発熱・下痢等の諸症状のある方
　は受け入れできません。体調不良時は遠慮なく申し
　出てください。感染症流行時期は受入れできない場
　合もあります。
・動きやすい服装でお願いします。ただし、ジ－パ
　ン・ジャ－ジは不可です。

☑　利用者の話し相手
☑　施設内の清掃
☑　囲碁・将棋等の趣味の相手
□　お茶出しや食堂内の配膳・下膳
☑　洗濯物の整理
□　草花の手入れや花壇づくり
☑　演芸等の披露や習字、華道等の指導
☑　その他
（　喫茶のお手伝い　）

　入居者10名を１グル－プとし、なじみの関
係の中で日常生活を送る「ユニットケア」を
行っています。
　日常生活の様々な場面で「自分の力」を発
揮し、イキイキと笑顔のある生活を一緒に
作っていくことを目標にしています。

１日当たりのボランティア受入可能人数：３人

主な活動内容 備考

4 施設種別：特別養護老人ホーム

名称：金澤五番丁

所在地：金沢市下本多町五番丁14番地

定員：50人

担当者：櫛木、上田
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電話：076-257-7100

FAX：076-257-7200

更新日：令和元年８月１日

施設の概要

電話：076-237-8300

FAX：076-237-0318

更新日：令和元年８月１日

施設の概要

主な活動内容 備考

☑　レクリエーションや行事の手伝い
☑　利用者の話し相手
☑　施設内の清掃
☑　囲碁・将棋等の趣味の相手
☑　お茶出しや食堂内の配膳・下膳
☑　洗濯物の整理
☑　草花の手入れや花壇づくり
☑　演芸等の披露や習字、華道等の指導
□　その他
（　　　　　　　　　　　　）

5 施設種別：特別養護老人ホーム

名称：金沢朱鷺の苑

所在地：金沢市岸川町ほ５番地

定員：106人

担当者：川崎

　メリハリある生活を目指し、安心・安全な
生活環境を整えています。

１日当たりのボランティア受入可能人数：２人

主な活動内容 備考

□　レクリエーションや行事の手伝い ・土、日、祝日のボランティアの受入はできません。
・施設内では職員の指示に従って活動して下さい。☑　利用者の話し相手

☑　施設内の清掃
□　囲碁・将棋等の趣味の相手
☑　お茶出しや食堂内の配膳・下膳
☑　洗濯物の整理
☑　草花の手入れや花壇づくり
□　演芸等の披露や習字、華道等の指導
□　その他
（　　　　　　　　　　　　）

6 施設種別：特別養護老人ホーム

名称：寿晃園

所在地：金沢市鞍月東１丁目19番地

定員：50人

担当者：桜井

　昭和56年４月に開園した、入所50名、
ショートステイ３名の施設です。開園以来地
域に根差し、医療・福祉の一体的なサービス
が提供できる施設として取り組んでおりま
す。

１日当たりのボランティア受入可能人数：２人
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電話：076-237-5313

FAX：076-237-2481

更新日：令和元年８月１日

施設の概要

電話：076-257-0950

FAX：076-257-0951

更新日：令和元年８月１日

施設の概要

主な活動内容 備考

☑　レクリエーションや行事の手伝い ・駐車場があります。
・動きやすい服装でお越し下さい。
・水分・内履きはご持参下さい。
・土日祝日は、受入はできません。

☑　利用者の話し相手
□　施設内の清掃
□　囲碁・将棋等の趣味の相手
□　お茶出しや食堂内の配膳・下膳
□　洗濯物の整理
□　草花の手入れや花壇づくり
□　演芸等の披露や習字、華道等の指導
□　その他
（　　　　　　　　　　　　）

7 施設種別：特別養護老人ホーム

名称：さくらセンター

所在地：金沢市湊２丁目169番地

定員：50人

担当者：釣見

　昭和61年から地域に根差した施設となれる
様に取り組んできました。平成28年９月に建
替えを行い、全室個室のユニットケアを目指
し、生まれ変わりました。装いは変わりまし
たが、設立から変わらない「家族愛」をテー
マに、ご利用者・ご家族の満足の得られる
サービスの提供に努めています。

１日当たりのボランティア受入可能人数：１～３人

主な活動内容 備考

□　レクリエーションや行事の手伝い ・基本的に土日の受入れは出来ません。

☑　利用者の話し相手
☑　施設内の清掃
□　囲碁・将棋等の趣味の相手
□　お茶出しや食堂内の配膳・下膳
□　洗濯物の整理
□　草花の手入れや花壇づくり
☑　演芸等の披露や習字、華道等の指導
□　その他
（　　　　　　　　　　　　）

8 施設種別：特別養護老人ホーム

名称：千木園

所在地：金沢市千木町ホ３番地１

定員：104人

担当者：向平

　定員120名（ショートステイを含む）の広
域型従来施設です。重介護度の方を多く受け
入れており、平均介護度は4.4です。人間と
して共に生きる人生の意義と人権尊重を大切
にした生活の場にすること、利用者が自立し
て生活を維持できるよう、利用者個々の意思
を尊重した暖かでゆったりとした生活が出来
るように環境を整えることを目標としていま
す。

１日当たりのボランティア受入可能人数：３人
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電話：076-258-6900

FAX：076-258-6960

更新日：令和元年８月１日

施設の概要

電話：076-280-6781

FAX：076-280-0061

更新日：令和元年８月１日

施設の概要

主な活動内容 備考

☑　レクリエーションや行事の手伝い ・自家用車で来られる方は、職員用駐車場をご利用く
　ださい。
・ボランティアの受入は月～金曜日です。土日・祝日
　の受入はできません。
・施設内の感染防止のため、発熱や下痢等のある方
　は、参加をご遠慮ください。
・服装は華美すぎないものでお願いします。

☑　利用者の話し相手
□　施設内の清掃
□　囲碁・将棋等の趣味の相手
☑　お茶出しや食堂内の配膳・下膳
☑　洗濯物の整理
☑　草花の手入れや花壇づくり
☑　演芸等の披露や習字、華道等の指導
☑　その他
（車いす掃除　　　　　　　　）

9 施設種別：特別養護老人ホーム

名称：第２千木園

所在地：金沢市観法寺町ヘ74番地１

定員：88人

担当者：萱間（かやま）

　当施設は、金沢市で初めての全室個室のユ
ニットケア施設として、平成17年12月１日に
開設されました。入居者様のこれまでの暮ら
し方や生活リズムを大切にして、明るく家庭
的な雰囲気の中で過ごしていただけるよう支
援しています。当施設には要介護３～５の
方々が入居されています。中には開設当初か
ら入居されている方もいます。

１日当たりのボランティア受入可能人数：３人

主な活動内容 備考

☑　レクリエーションや行事の手伝い ・公共交通機関の運行本数が少ないので、自家用車でお越しください。な
　お、当法人では、月曜日から土曜日の一日3回、三口新町の陽風園正面
　玄関から平和町アルコ前を経由して、第二万陽苑、第三万陽苑、ハビリ
　ポート若葉・若竹への無料送迎車（陽風園ファミリーシャトル）を運行
　しております。それをご利用され、第三万陽苑へお越しいただくことが
　可能です。
・平日でのボランティアを希望します。
・業務内容の「レクリエーションや行事の手伝い」については、年２回ご
　家族をお招きして開催する行事の「開設記念祭」と「長寿を祝う会」で
　のお手伝いをお願いします。また、「演芸等の披露や習字、華道等の指
　導」については、現在、お花・お茶・カラオケを指導していただいてい
　る方がおりますので、習字を指導してくださる方を希望します。

☑　利用者の話し相手
☑　施設内の清掃
☑　囲碁・将棋等の趣味の相手
□　お茶出しや食堂内の配膳・下膳
☑　洗濯物の整理
□　草花の手入れや花壇づくり
☑　演芸等の披露や習字、華道等の指導
□　その他
（　　　　　　　　　　　　）

10 施設種別：特別養護老人ホーム

名称：第三万陽苑

所在地：金沢市三小牛町24字３番地１

定員：150人

担当者：北

　当施設は、自然に囲まれた「たけのこ」で
有名な内川地区の別所町にあります内川小中
学校の前に立地しています。特別養護老人
ホームで、定員は入所が150名、ショートス
テイが20名の施設です。平成27年４月から入
所の要件が原則要介護３以上になり、当施設
での平均要介護度は3.5、平均年齢は85歳に
なります。

１日当たりのボランティア受入可能人数：１～２人
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電話：076-229-8181

FAX：076-229-8080

更新日：令和元年８月１日

施設の概要

電話：076-243-0101

FAX：076-243-6703

更新日：令和元年８月１日

施設の概要

主な活動内容 備考

☑　レクリエーションや行事の手伝い
☑　利用者の話し相手
☑　施設内の清掃
☑　囲碁・将棋等の趣味の相手
□　お茶出しや食堂内の配膳・下膳
□　洗濯物の整理
☑　草花の手入れや花壇づくり
☑　演芸等の披露や習字、華道等の指導
□　その他
（　　　　　　　　　　　　）

11 施設種別：特別養護老人ホーム

名称：第二金沢朱鷺の苑

所在地：金沢市上辰巳町拾字211番地１

定員：134人

担当者：高野

　金沢市内東部の山沿いに立地し、本館、新
館に分かれた定員150名（ショートステイを
含む）の施設です。地域柄、入居前は田畑を
仕事にしていた入居者の方が多く、田畑の話
に興味を示されます。また、同敷地内、別棟
にデイサービスもあり、多種多様なイベント
で楽しんでいただいています。

１日当たりのボランティア受入可能人数：２～３人

主な活動内容 備考

☑　レクリエーションや行事の手伝い ・冬季間は感染症対策のためお受けできない事があり
　ます。☑　利用者の話し相手

☑　施設内の清掃
□　囲碁・将棋等の趣味の相手
☑　お茶出しや食堂内の配膳・下膳
☑　洗濯物の整理
☑　草花の手入れや花壇づくり
□　演芸等の披露や習字、華道等の指導
□　その他
（　　　　　　　　　　　　）

12 施設種別：特別養護老人ホーム

名称：第二万陽苑

所在地：金沢市大桑町中ノ大平18番地25

定員：150人

担当者：中川

　当法人は創業140年を超える歴史ある施設
です。その中で第二万陽苑は医王連峰や犀川
が展望できる高台に位置し、四季折々の季節
が体感できる豊かな自然に抱かれた地にあり
ます。一年を通し、ご利用者様が健康で心穏
やかにと暮らせるように日々介護ｻｰﾋﾞｽに努
めています。

１日当たりのボランティア受入可能人数：２人
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電話：076-234-7878

FAX：076-234-7722

更新日：令和元年８月１日

施設の概要

電話：076-232-6511

FAX：076-232-6513

更新日：令和元年８月１日

施設の概要

主な活動内容 備考

☑　レクリエーションや行事の手伝い ・内履きとタオルをご持参ください。
・駐車場は有り。☑　利用者の話し相手

☑　施設内の清掃
☑　囲碁・将棋等の趣味の相手
☑　お茶出しや食堂内の配膳・下膳
☑　洗濯物の整理
□　草花の手入れや花壇づくり
☑　演芸等の披露や習字、華道等の指導
□　その他
（　　　　　　　　　　　　）

13 施設種別：特別養護老人ホーム

名称：中央金沢朱鷺の苑

所在地：金沢市広岡２丁目１番７号

定員：104人

担当者：鈴木

　金沢駅西口前の交通至便な場所に立地して
おり、現在104名の方々が入居しています。
毎日を楽しく、明るく過ごしていただける
様、多様な資格を持った職員が、皆様のお世
話に取り組んでいます。ボランティアも中学
生から一般の方まで幅広い年齢層の方々か
ら、様々な分野に参加いただいております。
どうか、お気軽にお申し込み下さい。

１日当たりのボランティア受入可能人数：２～３人

主な活動内容 備考

☑　レクリエーションや行事の手伝い ・入居者と接する時には、自己紹介を忘れず笑顔で接
　して下さい。もし、入居者より頼まれごとがあった
　場合、自己判断で行動せず、必ず職員に確認をお願
　いします。当施設ではクラブ活動など、様々な方々
　にボランティアをしていただいています。どうぞよ
　ろしくお願いします。

☑　利用者の話し相手
☑　施設内の清掃
☑　囲碁・将棋等の趣味の相手
☑　お茶出しや食堂内の配膳・下膳
☑　洗濯物の整理
☑　草花の手入れや花壇づくり
☑　演芸等の披露や習字、華道等の指導
□　その他
（　　　　　　　　　　　　）

14 施設種別：特別養護老人ホーム

名称：戸室和楽ホーム

所在地：金沢市俵町コ１番地１

定員：100人

担当者：小松

　金沢市街から車で20分、四季を彩る医王
山、戸室山、キゴ山を仰ぎ、豊かな自然に恵
まれた施設で明るく開放感にあふれていま
す。ホームは柔らかい丸みを基本とした建物
で、居室は和風調の温もりが感じられるつく
りになっています。開設は平成14年３月、入
居定員は100名です｡平均要介護度は７月１日
時点で3.7です。

１日当たりのボランティア受入可能人数：３人
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電話：076-257-8111

FAX：076-257-8110

更新日：令和元年８月１日

施設の概要

電話：076-263-7692

FAX：076-260-0637

更新日：令和元年８月１日

施設の概要

16 施設種別：特別養護老人ホーム

名称：万陽苑

所在地：金沢市三口新町１丁目８番１号

定員：190人

担当者：山森

　万陽苑は県内で最も歴史のある特別養護老
人ホームです。平成27年４月に当法人初のユ
ニットケア型（定員60人）の特別養護老人
ホームを新設し、平成28年10月には従来型
（定員130人）を全室個室として新設し、新
たなスタートを切りました。一人ひとりが安
心して有意義な生活を送っていただけるよう
お手伝いしています。

１日当たりのボランティア受入可能人数：２人

主な活動内容 備考

☑　レクリエーションや行事の手伝い ・当日、体調の悪い方はボランティア参加を控えてく
　ださい。
・平日のみ受入可能。

☑　利用者の話し相手
☑　施設内の清掃
☑　囲碁・将棋等の趣味の相手
□　お茶出しや食堂内の配膳・下膳
□　洗濯物の整理
☑　草花の手入れや花壇づくり
☑　演芸等の披露や習字、華道等の指導
□　その他
（　　　　　　　　　　　　）

主な活動内容 備考

□　レクリエーションや行事の手伝い ・バス停が若干遠いので、車の運転ができる方希望。
　（無料駐車場あり）
・土日祝日は、ボランティアの受入はできません。

☑　利用者の話し相手
□　施設内の清掃
☑　囲碁・将棋等の趣味の相手
□　お茶出しや食堂内の配膳・下膳
□　洗濯物の整理
□　草花の手入れや花壇づくり
□　演芸等の披露や習字、華道等の指導
□　その他
（　　　　　　　　　　　　）

15 施設種別：特別養護老人ホーム

名称：萬生苑

所在地：金沢市利屋町は64番地１

定員：100人

担当者：相畑

　田園地帯の真ん中にある緑の屋根が目印の
建物です。金沢から能登の方が多く入居され
ています。話し相手や囲碁・将棋を一緒に楽
しんでくれる方を募集しています。

１日当たりのボランティア受入可能人数：

8



電話：076-240-6611

FAX：076-240-6670

更新日：令和元年８月１日

施設の概要

17 施設種別：特別養護老人ホーム

名称：やすはら苑

所在地：金沢市下安原町東1458番地1

定員：50人

担当者：樫葉

　ユニット型（全室個室タイプ）50床。地域
や家族との結び付きを重視した運営を行い、
「いつも明るく」「心を込めて親切、丁寧、
誠実に」をモットーに、①ご利用者に満足し
ていただけるような質の高いサービス、②ご
利用者の自立支援につながるサービスの提供
に努めています。また、地域の医療機関、介
護関連事業者と密接に連携して「医療と介護
の一体的福祉サービス」の進展を図っていき
ます。

１日当たりのボランティア受入可能人数：１～２人

主な活動内容 備考

☑　レクリエーションや行事の手伝い ・駐車場あり。
・軽装（動きやすい服装）で願います。
・マニキュア、長い爪は遠慮ください。
・当日、咳、下痢、熱等の症状時は、事前に担当ま
　で連絡願います。（ボランティアできないことも
　あり）

☑　利用者の話し相手
☑　施設内の清掃
□　囲碁・将棋等の趣味の相手
☑　お茶出しや食堂内の配膳・下膳
☑　洗濯物の整理
☑　草花の手入れや花壇づくり
□　演芸等の披露や習字、華道等の指導
□　その他
（　　　　　　　　　　　　）
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電話：076-268-5777

FAX：076-268-5772

更新日：令和元年８月１日

施設の概要

電話：076-254-5500

FAX：076-254-5559

更新日：令和元年８月１日

施設の概要

19 施設種別：地域密着型特別養護老人ホーム

名称：礎

所在地：金沢市錦町２の27番地１

定員：29人

担当者：岡野

　開設から５年の比較的新しくきれいな施設
です。29名の方が３つのユニットに分かれて
生活しています。ご高齢者様に尊敬の念を忘
れずに、皆で一緒に笑顔ある生活となるよう
取り組んでいます。

１日当たりのボランティア受入可能人数：３人

主な活動内容 備考

☑　レクリエーションや行事の手伝い ・駐車場が少ないため、公共交通機関でお越しくださ
　い。☑　利用者の話し相手

☑　施設内の清掃
□　囲碁・将棋等の趣味の相手
☑　お茶出しや食堂内の配膳・下膳
☑　洗濯物の整理
☑　草花の手入れや花壇づくり
☑　演芸等の披露や習字、華道等の指導
□　その他
（　　　　　　　　　　　　）

18 施設種別：地域密着型特別養護老人ホーム

名称：アルカンシェル木曳野

所在地：金沢市木曳野３丁目286番地

定員：29人

担当者：山下

　当施設は開設９年目となります。入居様一
人ひとりの暮らしを大切に考え、毎日安心し
て楽しく生活できるように支援したいと考え
ています。職員が行き届かない日常の支援
を、お願いできればと思います。

１日当たりのボランティア受入可能人数：１人

主な活動内容 備考

☑　レクリエーションや行事の手伝い ・動きやすい洋服でお願いします。
・入居者様や職員の個人情報については、秘密厳守で
　お願い致します。

☑　利用者の話し相手
☑　施設内の清掃
□　囲碁・将棋等の趣味の相手
□　お茶出しや食堂内の配膳・下膳
☑　洗濯物の整理
□　草花の手入れや花壇づくり
□　演芸等の披露や習字、華道等の指導
□　その他
（　　　　　　　　　　　　）
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電話：076-257-7800

FAX：076-257-3222

更新日：令和元年８月１日

施設の概要

電話：076-231-3939

FAX：076-231-3936

更新日：令和元年８月１日

施設の概要

21 施設種別：地域密着型特別養護老人ホーム

名称：金澤備中

所在地：金沢市材木町21番21号

定員：29人

担当者：松井

　定員が特養29名、ショートステイ19名の合
計48名の利用者様が５つのユニットに分かれ
て家庭的な雰囲気の中で生活されています。
すべてのサービスにおいて、「個人の尊厳を
大切に」を基本に、お一人一人にベストと考
えられるサービスを提供できるよう心掛けて
おります。

１日当たりのボランティア受入可能人数：

主な活動内容 備考

☑　レクリエーションや行事の手伝い ・駐車場が少ないため、公共交通機関でお越しくださ
　い。
・動きやすい洋服でお願いします。
・敷地内は全館禁煙です。
・プライバシー保護のため、ボランティア期間中、知
　り得た利用者様、利用者家族様、法人、職員の秘密
　情報を漏らさないでください。

☑　利用者の話し相手
☑　施設内の清掃
☑　囲碁・将棋等の趣味の相手
☑　お茶出しや食堂内の配膳・下膳
☑　洗濯物の整理
□　草花の手入れや花壇づくり
☑　演芸等の披露や習字、華道等の指導
□　その他
（　　　　　　　　　　　　）

20 施設種別：地域密着型特別養護老人ホーム

名称：輝

所在地：金沢市南森本町ワ53番地１

定員：29人

担当者：南

　29名の地域密着型特養です。毎月、多種多
様な行事やイベントを行っており、利用者様
の笑顔を沢山見ることが出来ます。施設フロ
アや利用者様の居室のお掃除・利用者様との
お話し相手等の簡単なお仕事や、習字や華道
などの趣味を生かした指導等の活動をお願い
したいです。ボランティアの方が活き活きと
出来る活動の場を提供できればと思っており
ます。

１日当たりのボランティア受入可能人数：２～４人

主な活動内容 備考

☑　レクリエーションや行事の手伝い ・水曜日には、ボランティア様による催し物を開催し
　ていることが多いです。
・土・日のボランティア活動は応相談。

☑　利用者の話し相手
☑　施設内の清掃
☑　囲碁・将棋等の趣味の相手
□　お茶出しや食堂内の配膳・下膳
☑　洗濯物の整理
□　草花の手入れや花壇づくり
☑　演芸等の披露や習字、華道等の指導
□　その他
（　　　　　　　　　　　　）
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電話：076-222-5320

FAX：076-222-5321

更新日：令和元年８月１日

施設の概要

電話：076-222-7700

FAX：076-222-7710

更新日：令和元年８月１日

施設の概要

23 施設種別：地域密着型特別養護老人ホーム

名称：けんろく苑　田上

所在地：金沢市田上本町２丁目159番地

定員：29人

担当者：北川

　全室個室、ユニットケア方式（３ユニッ
ト・定員29名）を採用しています。要介護認
定を受けられた（原則として金沢市にお住ま
いの方）、要介護度３～５までの方が入所す
る施設です。明るく家庭的な雰囲気の中で、
可能な限り自立した日常生活が送れることが
できるよう、おひとりお一人の心身・身体の
状態に合わせた食事や入浴などのサービスを
提供しています。

１日当たりのボランティア受入可能人数：３人

主な活動内容 備考

☑　レクリエーションや行事の手伝い ・駐車場はあります。
・水分、内履きはご持参願います。☑　利用者の話し相手

☑　施設内の清掃
☑　囲碁・将棋等の趣味の相手
☑　お茶出しや食堂内の配膳・下膳
☑　洗濯物の整理
☑　草花の手入れや花壇づくり
☑　演芸等の披露や習字、華道等の指導
□　その他
（　　　　　　　　　　　　）

22 施設種別：地域密着型特別養護老人ホーム

名称：けんろく苑　笠舞

所在地：金沢市笠舞２丁目12番11号

定員：29人

担当者：村田

　全室個室、ユニットケア方式（３ユニッ
ト・定員29名）を採用しています。要介護認
定を受けられた（原則として金沢市にお住ま
いの方）、要介護度３～５までの方が入所す
る施設です。明るく家庭的な雰囲気の中で、
可能な限り自立した日常生活が送れることが
できるよう、おひとりお一人の心身・身体の
状態に合わせた食事や入浴などのサービスを
提供しています。

１日当たりのボランティア受入可能人数：３人

主な活動内容 備考

☑　レクリエーションや行事の手伝い ・駐車場が少ないため、公共交通機関でお越しくださ
　い。
・水分、内履きはご持参願います。

☑　利用者の話し相手
☑　施設内の清掃
☑　囲碁・将棋等の趣味の相手
☑　お茶出しや食堂内の配膳・下膳
☑　洗濯物の整理
☑　草花の手入れや花壇づくり
☑　演芸等の披露や習字、華道等の指導
□　その他
（　　　　　　　　　　　　）
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電話：076-254-5312

FAX：076-237-4360

更新日：令和元年８月１日

施設の概要

電話：076-240-6611

FAX：076-240-6670

更新日：令和元年８月１日

施設の概要

25 施設種別：地域密着型特別養護老人ホーム

名称：第２やすはら苑

所在地：金沢市下安原町東1457番地１

定員：29人

担当者：長野

　ユニット型（全室個室タイプ）29床。地域
や家庭との結び付きを重視した運営を行い、
「いつも明るく」「心をこめて親切、丁寧、
誠実に」をモットーに　①ご利用者に満足し
ていただけるような質の高いサービス　②ご
利用者の自立支援につながるサービスの提供
に努めます。また、地域の医療機関、介護関
連事業者と密接に連携して「医療と介護の一
体的福祉サービス」の進展を図っていきま
す。

１日当たりのボランティア受入可能人数：１～２人

主な活動内容 備考

☑　レクリエーションや行事の手伝い ・駐車場有
・軽装（動きやすい服装）でお願いします。
・マニュキュア、長い爪は遠慮下さい。
・当日、咳、下痢、熱等の症状時は、事前に担当まで
　連絡願います。(ボランティアできないこともあり)

☑　利用者の話し相手
☑　施設内の清掃
□　囲碁・将棋等の趣味の相手
☑　お茶出しや食堂内の配膳・下膳
☑　洗濯物の整理
☑　草花の手入れや花壇づくり
□　演芸等の披露や習字、華道等の指導
□　その他
（　　　　　　　　　　　　）

24 施設種別：地域密着型特別養護老人ホーム

名称：さくらセンター湊

所在地：金沢市湊２丁目171番地

定員：29人

担当者：釣見

　昭和61年から地域に根差した施設となれる
様に取り組んで来ました。平成29年10月に旧
施設のリフォームを行い、全室個室のユニッ
トケアを目指し、生まれ変わりました。装い
は変わりましたが、設立から変わらない「家
族愛」をテーマに、ご利用者・ご家族の満足
の得られるサービスの提供に努めています。

１日当たりのボランティア受入可能人数：１～３人

主な活動内容 備考

☑　レクリエーションや行事の手伝い ・駐車場あります。
・動きやすい服装でお越し下さい。
・水分・内履きはご持参下さい。
・土日祝日は、受入はできません。

☑　利用者の話し相手
□　施設内の清掃
□　囲碁・将棋等の趣味の相手
□　お茶出しや食堂内の配膳・下膳
□　洗濯物の整理
□　草花の手入れや花壇づくり
□　演芸等の披露や習字、華道等の指導
□　その他
（　　　　　　　　　　　　）
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電話：076-253-1616

FAX：076-253-1618

更新日：令和元年８月１日

施設の概要

電話：076-253-3661

FAX：076-253-3667

更新日：令和元年８月１日

施設の概要

27 施設種別：地域密着型特別養護老人ホーム

名称：たつき苑

所在地：金沢市御所町２丁目302番

定員：29人

担当者：山本

　家庭的な雰囲気に近い形で、専門スタッフ
による介護サービスを提供しています。３つ
のユニット、定員29名です。場所は、自然の
恵み豊かな御所ニュータウンの閑静な住宅地
に位置しています。

１日当たりのボランティア受入可能人数：１人

主な活動内容 備考

☑　レクリエーションや行事の手伝い ・公共交通機関（バス）の本数が少ないです。

☑　利用者の話し相手
□　施設内の清掃
☑　囲碁・将棋等の趣味の相手
☑　お茶出しや食堂内の配膳・下膳
□　洗濯物の整理
□　草花の手入れや花壇づくり
□　演芸等の披露や習字、華道等の指導
□　その他
（　　　　　　　　　　　　）

26 施設種別：地域密着型特別養護老人ホーム

名称：第三千木園ひきだ

所在地：金沢市疋田３丁目58番地

定員：29人

担当者：森

　住み慣れた街で心豊かに自分らしく地域に
溶け込む快適な施設として、心を込めた家庭
的なケアサービスを提供しています。利用者
の方には、これまでの暮らしをできるだけ継
続していただけるように環境作りを行ってい
ます。また、当施設は市内主要道路からのア
クセスも良く、駐車場も完備されています。

１日当たりのボランティア受入可能人数：３人

主な活動内容 備考

□　レクリエーションや行事の手伝い ・毎週土・日曜日は受入できません。
・内履きを持参して下さい。☑　利用者の話し相手

☑　施設内の清掃
□　囲碁・将棋等の趣味の相手
□　お茶出しや食堂内の配膳・下膳
☑　洗濯物の整理
□　草花の手入れや花壇づくり
□　演芸等の披露や習字、華道等の指導
□　その他
（　　　　　　　　　　　　）
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電話：076-249-3331

FAX：076-249-3332

更新日：令和元年８月１日

施設の概要

電話：076-255-7556

FAX：076-255-7557

更新日：令和元年８月１日

施設の概要

29 施設種別：地域密着型特別養護老人ホーム

名称：小規模特別養護老人ホームこころ　のだの里

所在地：金沢市野田２丁目261番地

定員：29人

担当者：北川

　平成23年４月に開設した小規模特別養護老
人ホームと小規模多機能型居宅介護が併設し
た施設で、木の温もりが感じられるような造
りとなっています。小規模多機能型居宅介護
は、介護が必要となった場合に、できるだけ
今までの生活が維持できるよう、通い、訪
問、泊りの３つのサービス形態が一体となっ
た事業所です。

１日当たりのボランティア受入可能人数：３人

主な活動内容 備考

☑　レクリエーションや行事の手伝い ・一日当たりのボランティア受入可能人数は３名とな
　っていますが、演芸披露の場合には５～６名でもか
　まいません。
・演芸披露の場合は、土曜日若しくは日曜日の午後２
　時からの１時間の予定でお願いしています。
・ご不明な点がありましたら、一度施設までご連絡く
　ださい。ご見学も可能です。

□　利用者の話し相手
☑　施設内の清掃
□　囲碁・将棋等の趣味の相手
☑　お茶出しや食堂内の配膳・下膳
☑　洗濯物の整理
☑　草花の手入れや花壇づくり
☑　演芸等の披露や習字、華道等の指導
□　その他
（　　　　　　　　　　　　）

28 施設種別：地域密着型特別養護老人ホーム

名称：朱鷺の苑西インター

所在地：金沢市森戸２丁目20番地

定員：27人

担当者：松原

　特別養護老人ホーム「金沢朱鷺の苑」、
「第二金沢朱鷺の苑」、「中央金沢朱鷺の
苑」で積み上げたノウハウをもとに、「朱鷺
の苑西インター」を開設しました。朱鷺の苑
西インターでは、３つのユニットに分け、そ
れぞれ９名のグループで生活しています。ま
た、各ユニットに担当職員を配置し利用者と
介護職員が、お互いに馴染みの関係を築きな
がら利用者の生活を支える介護サービスを提
供しています。

１日当たりのボランティア受入可能人数：

主な活動内容 備考

□　レクリエーションや行事の手伝い ・駐車場あり。

□　利用者の話し相手
□　施設内の清掃
□　囲碁・将棋等の趣味の相手
□　お茶出しや食堂内の配膳・下膳
□　洗濯物の整理
□　草花の手入れや花壇づくり
☑　演芸等の披露や習字、華道等の指導
□　その他
（　　　　　　　　　　　　）
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電話：076-256-1245

FAX：076-256-1246

更新日：令和元年８月１日

施設の概要

電話：076-223-6611

FAX：076-223-6638

更新日：令和元年８月１日

施設の概要

主な活動内容 備考

☑　レクリエーションや行事の手伝い ・ボランティアの受け入れは、月～土曜日　10：00～
　16：00です。
・駐車場が狭く、車での来園はできませんので、ご了
　承ください。
・事前に施設見学や活動内容、日程等の打合せを担当
　者とお願いしており、ご希望を伺っています。

☑　利用者の話し相手
☑　施設内の清掃
☑　囲碁・将棋等の趣味の相手
□　お茶出しや食堂内の配膳・下膳
☑　洗濯物の整理

30 施設種別：地域密着型特別養護老人ホーム

名称：花小町もろえ

所在地：金沢市諸江町中丁154番地１

定員：29人

担当者：番匠

　当施設は、65歳以上で要介護３から要介護
５の介護認定を受けられている方が入居され
る、定員29名の特別養護老人ホームです。
　理念に、「＜安心．あったか・続く暮らし
＞」を掲げ、住み慣れた地域で、人としての
尊厳を保ち、あたたかい環境の中で生活を営
む」をテーマに、入居者様ご自身が「自分の
暮らし」ができるよう、質の高い介護サービ
スを目指しています。

１日当たりのボランティア受入可能人数：１～２人

主な活動内容 備考

□　レクリエーションや行事の手伝い ・毎週土曜日、日曜日及び祝日は、ボランティアの受
　入はできません。
・既に、習字の指導ボランティアを１名、毎月２回受
　入しています。
・冬季期間中の12月～３月の間はボランティアは受入
　れしていません。

□　利用者の話し相手
□　施設内の清掃
□　囲碁・将棋等の趣味の相手
□　お茶出しや食堂内の配膳・下膳
□　洗濯物の整理
☑　草花の手入れや花壇づくり（※春～秋頃）
☑　演芸等の披露や習字、華道等の指導
☑　その他
（　布切り　　　　　　　　　　）

□　草花の手入れや花壇づくり
☑　演芸等の披露や習字、華道等の指導
☑　その他
（地域交流スぺ－スの手伝い　）

31 施設種別：地域密着型特別養護老人ホーム

名称：彦三きらく園

所在地：金沢市彦三町１丁目８番８号

定員：29人

担当者：寺下

　彦三きらく園は旧市街地に位置し、高齢者
が健康で幸福に暮らすことを願い望み平成12
年に開園致しました。高齢者人口が増加し、
高齢者施設の役割が注目されている中、永年
にわたり社会に貢献してきた高齢者や地域の
方々に少しでも恩返しができるよう、全職員
力を合わせて日々邁進しております。

１日当たりのボランティア受入可能人数：２人
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電話：076-269-0035

FAX：076-269-0036

更新日：令和元年８月１日

施設の概要

電話：076-247-0023

FAX：076-247-0027

更新日：令和元年８月１日

施設の概要

主な活動内容 備考

□　レクリエーションや行事の手伝い
☑　利用者の話し相手
☑　施設内の清掃
☑　囲碁・将棋等の趣味の相手
□　お茶出しや食堂内の配膳・下膳
□　洗濯物の整理
☑　草花の手入れや花壇づくり
☑　演芸等の披露や習字、華道等の指導
□　その他
（　　　　　　　　　　　　）

32 施設種別：地域密着型特別養護老人ホーム

名称：福増苑

所在地：金沢市福増町南1221番地

定員：29人

担当者：山下

　定員29名、３つのユニットで構成され１ユ
ニット９～10名の入居者の方が生活されてい
ます。
　入居者の方々はそれぞれの思いを持ちなが
ら、それぞれの日常生活を送っています。職
員は入居者の思いに添いながら安全確保に務
めています。職員のケアの行き届かないとこ
ろのお手伝いや、外からの情報などを入居者
の方々に伝えて下さる方をお待ちしておりま
す。

１日当たりのボランティア受入可能人数：２人

主な活動内容 備考

☑　レクリエーションや行事の手伝い ・内履きをご持参下さい。
・動きやすい服装（Ｔシャツ・ジャージ等）で来ら
　れるか、ご持参をお願い致します。
・月～金の９時～16時　受入可能。
　※但し苑の行事等により受入可能な事もあるので、
　要相談。
・個人情報の遵守及び施設利用時のお願いがござい
　ます。（受入時に説明を受け、誓約書に同意が必要
　となります）

☑　利用者の話し相手
☑　施設内の清掃
☑　囲碁・将棋等の趣味の相手
☑　お茶出しや食堂内の配膳・下膳
☑　洗濯物の整理
☑　草花の手入れや花壇づくり
☑　演芸等の披露や習字、華道等の指導
☑　その他
（　　マジック　　　　　　　　　　）

33 施設種別：地域密着型特別養護老人ホーム

名称：ボニュール泉が丘苑

所在地：金沢市泉が丘１丁目３番86号

定員：29人

担当者：武田

　犀川以南の文教地区にあって一際閑静な住
宅地の中に当苑はあります。お友達やご家族
も頻回に足を運びやすい街中にあって、心安
まる施設です。食事も外注委託せず、直営方
式で管理栄養士や調理師が日々、研鑽してお
り、人気となっています。

１日当たりのボランティア受入可能人数：２人
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電話：076-296-0301

FAX：076-296-0302

更新日：令和元年８月１日

施設の概要

電話：076-237-8300

FAX：076-237-0318

更新日：令和元年８月１日

施設の概要

主な活動内容 備考

☑　レクリエーションや行事の手伝い
☑　利用者の話し相手
☑　施設内の清掃
☑　囲碁・将棋等の趣味の相手
□　お茶出しや食堂内の配膳・下膳
☑　洗濯物の整理
☑　草花の手入れや花壇づくり
□　演芸等の披露や習字、華道等の指導
□　その他
（　　　　　　　　　　　　）

34 施設種別：地域密着型特別養護老人ホーム

名称：まほろば四十万

所在地：金沢市四十万３丁目288番地

定員：29人

担当者：小山

　平屋建ての施設内には、５つのユニットが
あり、ショートステイは定員９人、小規模多
機能型居宅介護は、登録定員25人、地域密着
型小規模特養は３ユニット29人です。「まほ
ろば」とは古語で「住みやすい場所」「素晴
らしい場所」「桃源郷」の意味があります。
当法人は、みなさまの「桃源郷」を目指しま
す。

１日当たりのボランティア受入可能人数：２人

主な活動内容 備考

☑　レクリエーションや行事の手伝い ・詳細は面会時にお伝えしますのでお気軽にご連絡下
　さい。☑　利用者の話し相手

□　施設内の清掃
□　囲碁・将棋等の趣味の相手
☑　お茶出しや食堂内の配膳・下膳
□　洗濯物の整理
□　草花の手入れや花壇づくり
□　演芸等の披露や習字、華道等の指導
□　その他
（　　　　　　　　　　　　）

35 施設種別：地域密着型特別養護老人ホーム

名称：地域密着型特別養護老人ホームみらい

所在地：金沢市鞍月東１丁目12番地

定員：29人

担当者：高田

　１Ｆ～３Ｆ（１Ｆ９人、２Ｆ10人、３Ｆ10
人）のユニット型特養で、ご利用の意向に
沿ってケアにあたります。どちらかというと
ゆったりした時間が多く、ボランティアの方
にはお話中心に対応して頂くと思います。

１日当たりのボランティア受入可能人数：２人
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電話：076-225-3375

FAX：076-225-3070

更新日：令和元年８月１日

施設の概要

電話：076-245-1150

FAX：076-245-1151

更新日：令和元年８月１日

施設の概要

主な活動内容 備考

☑　レクリエーションや行事の手伝い ・ボランティア中に知り得た入居者の個人情報は絶対
　に外部に漏らさないでください。
・個人的に入居者から頼まれごとを受けないでくだ
　さい。
・ユニットは入居者の家、居室は入居者個人の部屋で
　す。他人の家を訪問する時や他人の居室に入る時は
　どうするか、常識的な対応をお願いします。
・体調不良時は入居者への感染症予防のためボランテ
　ィアは中止してください。

☑　利用者の話し相手
☑　施設内の清掃
□　囲碁・将棋等の趣味の相手
☑　お茶出しや食堂内の配膳・下膳
☑　洗濯物の整理
☑　草花の手入れや花壇づくり
☑　演芸等の披露や習字、華道等の指導
☑　その他
　（　シーツ交換　）

36 施設種別：地域密着型特別養護老人ホーム

名称：みんまのさと

所在地：金沢市三馬１丁目207番地

定員：29人

担当者：田畑

　みんまのさとは平成28年10月１日にオープ
ンした定員29名（３ユニット）の地域密着型
特別養護老人ホームです。
　入居者の思いや希望を受け止め、安心して
楽しく生活ができるホーム作りを目指してい
ます。

１日当たりのボランティア受入可能人数：２人

主な活動内容 備考
☑　レクリエーションや行事の手伝い ・業務内容によっては、土日受け入れできない場合が

　ありますので、ご相談下さい。☑　利用者の話し相手
☑　施設内の清掃
☑　囲碁・将棋等の趣味の相手
☑　お茶出しや食堂内の配膳・下膳
☑　洗濯物の整理
☑　草花の手入れや花壇づくり
☑　演芸等の披露や習字、華道等の指導
□　その他
（　　　　　　　　　　　　）

37 施設種別：地域密着型特別養護老人ホーム

名称：ゆうけあ相河

所在地：金沢市西泉６丁目136番地

定員：29人

担当者：杉森

　ゆうけあ相河は「家のぬくもり、家族のつ
ながり、地域のつながりのある暮らし」を理
念とし、ユニット型特養なので一人ひとりに
細やかに触れ合える施設です。協力病院であ
る金沢有松病院とは、良好な安心できる連携
を行っています。

１日当たりのボランティア受入可能人数：２～３人
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電話：076-254-0710

FAX：076-254-0720

更新日：令和元年８月１日

施設の概要

電話：076-223-1088

FAX：076-223-1077

更新日：令和元年８月１日

施設の概要

38 施設種別：地域密着型特別養護老人ホーム

名称：和の郷　鞍月

所在地：金沢市直江西１丁目94番地

定員：29人

担当者：裏

　定員２９名、３つのユニットで構成され１
ユニット９～１０名の入居者の方が生活され
ています。小規模多機能型居宅介護サービス
が併設された施設で、これまでの暮らしをで
きるだけ継続していただけるように支援して
いきます。

１日当たりのボランティア受入可能人数：２人

主な活動内容 備考

☑　レクリエーションや行事の手伝い ・内履きをご持参下さい。
・月～金　９時～１６時ごろ（要相談）受入可能
・個人情報については、秘密厳守でお願い致します。

☑　利用者の話し相手
☑　施設内の清掃　　
☑　囲碁・将棋等の趣味の相手
☑　お茶出しや食堂内の配膳・下膳
☑　洗濯物の整理
☑　草花の手入れや花壇づくり
☑　演芸等の披露や習字、華道等の指導
□　その他
（　　　　　　　　　　　　）

39 施設種別：地域密着型特別養護老人ホーム

名称：特別養護老人ホーム真園

所在地：金沢市西念３丁目８番20号

定員：29人

担当者：岩坂　ひろみ

　施設は、金沢駅から北西に1.4kmに位置し、
閑静な住宅街の中にありながら近隣に商業施設
もある非常に暮らしやすい環境となっていま
す。その中にあって「自然・需要・絆」の施設
理念に基づき、きめ細やかな個別ケアを求めて
サービス提供を行います。２階多目的交流ス
ペースは地域の催し物やサークル活動に活用い
ただけます。どなたにも気軽にお立ち寄りいた
だけるような地域に根差した施設を目指してお
ります。

１日当たりのボランティア受入可能人数：２～３人

主な活動内容 備考

□　レクリエーションや行事の手伝い ・駐車場あり（近隣のスーパーと提携しているため、
　来所の際にお伝えします。）☑　利用者の話し相手

☑　施設内の清掃
□　囲碁・将棋等の趣味の相手
□　お茶出しや食堂内の配膳・下膳
□　洗濯物の整理
□　草花の手入れや花壇づくり
☑　演芸等の披露や習字、華道等の指導
□　その他
（　　　　　　　　　　　　）
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電話：076-257-0888

FAX：076-257-1010

更新日：令和元年８月１日

施設の概要

電話：076-262-3300

FAX：076-262-3313

更新日：令和元年８月１日

施設の概要

主な活動内容 備考

☑　レクリエーションや行事の手伝い ・毎週（月）、（木）は受入ができません。建物の
　裏に専用駐車場があります。□　利用者の話し相手

□　施設内の清掃
□　囲碁・将棋等の趣味の相手
□　お茶出しや食堂内の配膳・下膳
□　洗濯物の整理
□　草花の手入れや花壇づくり
☑　演芸等の披露や習字、華道等の指導
□　その他
（　　　　　　　　　　　　）

40 施設種別：介護老人保健施設

名称：あんやと

所在地：金沢市弥勒町ニ１番地１

定員：29人

担当者：谷内（たにうち）

・バス停森本、ＪＲ森本駅から徒歩３分位
　の所に位置します。
・ボランティアを行う室は、主に食堂広間
　となります。
・小規模の施設です。

１日当たりのボランティア受入可能人数：２人

主な活動内容 備考

☑　レクリエーションや行事の手伝い ・駐車場が少ないため、なるべく公共交通機関を利用
　してお越し下さい。
・ボランティア受入は平日中心、土日は相談に応じま
　す。

☑　利用者の話し相手
□　施設内の清掃
☑　囲碁・将棋等の趣味の相手
☑　お茶出しや食堂内の配膳・下膳
□　洗濯物の整理
□　草花の手入れや花壇づくり
☑　演芸等の披露や習字、華道等の指導
☑　その他
（　車イス清掃等　　　　　　　　）

41 施設種別：介護老人保健施設

名称：金沢春日ケアセンター

所在地：金沢市元菊町20番１号

定員：240人

担当者：中村

　昭和63年に開設された石川県では第１号と
なる介護老人保健施設です。金沢市の中心部
に立地し、２階から６階までの５フロアあ
り、６階は認知症専門のフロアになっていま
す。要介護１～５までの方を対象とし、日常
的な医療的ケアやリハビリ訓練等を実施して
おります。利用者様の生活をより豊かにする
ため皆様の支援を宜しくお願い致します。

１日当たりのボランティア受入可能人数：５人
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電話：076-253-5088

FAX：076-253-5089

更新日：令和元年８月１日

施設の概要

電話：076-257-3122

FAX：076-257-3585

更新日：令和元年８月１日

施設の概要

主な活動内容 備考

☑　レクリエーションや行事の手伝い ・受入は基本的に平日になります。土・日・祝につい
　てはご相談ください。
・ボランティアの活動前には事前に打ち合せが必要で
　す。施設にお越しいただき、日程や活動内容等につ
　いて確認をさせていただきます。

☑　利用者の話し相手
□　施設内の清掃
☑　囲碁・将棋等の趣味の相手
☑　お茶出しや食堂内の配膳・下膳
□　洗濯物の整理
☑　草花の手入れや花壇づくり
☑　演芸等の披露や習字、華道等の指導
□　その他
（　　　　　　　　　　　　）

42 施設種別：介護老人保健施設

名称：独立行政法人地域医療機能推進機構金沢病院附属介護老人保健施設

所在地：金沢市沖町ハ15番地

定員：100人

担当者：坂下、田中

　「共に楽しく、皆に優しい在宅復帰」を
モットーに自立した日常生活が送れるよう、
医療、看護、介護、リハビリなどが連携し、
再びご家庭での生活が送れるよう支援してい
ます。

１日当たりのボランティア受入可能人数：３人

主な活動内容 備考

□　レクリエーションや行事の手伝い ・毎週、日・祝はボランティアの受入はしておりま
　せん。☑　利用者の話し相手

□　施設内の清掃
☑　囲碁・将棋等の趣味の相手
☑　お茶出しや食堂内の配膳・下膳
□　洗濯物の整理
☑　草花の手入れや花壇づくり
□　演芸等の披露や習字、華道等の指導
☑　その他
（　通所リハビリの喫茶コーナー　）

43 施設種別：介護老人保健施設

名称：千木町ケアセンター

所在地：金沢市千木町ヘ３番地１

定員：150人

担当者：加藤・河村・尾内

　要介護１～５の方で、病状の安定した方が
家庭に戻るための準備をする生活リハビリ中
心の施設です。

定員
　入所　150名
　(認知症専門棟50名、ショートステイ含む)
　通所リハビリテーション　50名

１日当たりのボランティア受入可能人数：２人
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電話：076-253-2282

FAX：076-253-2283

更新日：令和元年８月１日

施設の概要

電話：076-296-3111

FAX：076-296-3118

更新日：令和元年８月１日

施設の概要

主な活動内容 備考

☑　レクリエーションや行事の手伝い ・体調管理（風邪気味の方は受け入れ不可）
・認知症の方が多いので事前にすこし理解してお
　いてください。
・分からない事があったら職員に声かけて下さい。
・転倒リスクの多い方もいます。
・言葉づかいに注意して下さい。（丁寧にゆっくり
　尊厳をもって）

☑　利用者の話し相手
☑　施設内の清掃
□　囲碁・将棋等の趣味の相手
□　お茶出しや食堂内の配膳・下膳
□　洗濯物の整理
□　草花の手入れや花壇づくり
☑　演芸等の披露や習字、華道等の指導
□　その他
（　　　　　　　　　　　　）

44 施設種別：介護老人保健施設

名称：田中町温泉ケア・センター

所在地：金沢市田中町は16番地

定員：140人

担当者：高橋

　「自立」と「在宅復帰」に向けて医療、看
護、リハビリテーションその他のサービスを
提供し、利用者が日常生活面で少しでも自立
できるように支援します。中にはほぼ寝たき
りの方も数名いますが、医師や看護師が健康
管理を行っています。施設なので治療がほと
んどなく安定した方が入居しているので生活
を楽しんで頂けるようレクリエーションを重
視しています。

１日当たりのボランティア受入可能人数：３人

主な活動内容 備考

☑　レクリエーションや行事の手伝い ・駐車場が少ないため、公共交通機関でお越しくだ
　さい。土曜、日曜はボランティアの受入はできま
　せん。

☑　利用者の話し相手
□　施設内の清掃
☑　囲碁・将棋等の趣味の相手
☑　お茶出しや食堂内の配膳・下膳
□　洗濯物の整理
☑　草花の手入れや花壇づくり
☑　演芸等の披露や習字、華道等の指導
□　その他
（　　　　　　　　　　　　）

45 施設種別：介護老人保健施設

名称：老人保健施設　なでしこの丘

所在地：金沢市馬替２丁目142番地

定員：100人

担当者：髙澤

　看護、医学的管理の下での介護や機能訓
練、その他必要な医療と日常生活上のお世話
などのサービスを提供することで、入居者の
能力に応じた日常生活が営むことができるよ
うにし、１日でも早く家庭に戻ることができ
るように支援することを目的とした施設で
す。

１日当たりのボランティア受入可能人数：３人
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電話：076-231-6225

FAX：076-231-6567

更新日：令和元年８月１日

施設の概要

電話：076-257-7333

FAX：076-257-7727

更新日：令和元年８月１日

施設の概要

主な活動内容 備考

☑　レクリエーションや行事の手伝い
☑　利用者の話し相手
☑　施設内の清掃
☑　囲碁・将棋等の趣味の相手
☑　お茶出しや食堂内の配膳・下膳
□　洗濯物の整理
☑　草花の手入れや花壇づくり
☑　演芸等の披露や習字、華道等の指導
□　その他
（　　　　　　　　　　　　）

46 施設種別：介護老人保健施設

名称：ピカソ

所在地：金沢市田上本町カ45番地１

定員：100人

担当者：西谷、中村

　在宅復帰を目指す施設であり、リハビリは
もちろん、レクリエーションも充実しており
ます。職員は入居者に笑顔で接するよう心掛
けており、働きやすい環境です。地域に根ざ
した施設を目指しており、学生の実習やボラ
ンティアの受入を積極的に行い、地域の皆様
との交流を深めています。

１日当たりのボランティア受入可能人数：２人

主な活動内容 備考

☑　レクリエーションや行事の手伝い ・日曜日、土曜日、祝日の活動受入れはありません。
・施設駐車場の利用は可能です。
・活動日時等事前のオリエンテーションで調整させて
　頂きます。

☑　利用者の話し相手
☑　施設内の清掃
☑　囲碁・将棋等の趣味の相手
□　お茶出しや食堂内の配膳・下膳
□　洗濯物の整理
☑　草花の手入れや花壇づくり
□　演芸等の披露や習字、華道等の指導
☑　その他
（　喫茶店の運営補助　　　　　　）

47 施設種別：介護老人保健施設

名称：福久ケアセンター

所在地：金沢市福久町ワ１番地１

定員：150人

担当者：斉藤、西野

　折り紙や手芸等の各種教室活動の準備や補
助的作業の他、週に２回ある喫茶活動や、利
用者様とのコミュニケーション・誘導を中心
とする活動など様々なボランティア活動があ
ります。

１日当たりのボランティア受入可能人数：５人
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電話：076-237-2821

FAX：076-237-2832

更新日：令和元年８月１日

施設の概要

電話：076-208-3973

FAX：076-208-3974

更新日：令和元年８月１日

施設の概要

主な活動内容 備考

☑　レクリエーションや行事の手伝い ・駐車場が少ない為、公共交通機関でお越し下さい。

☑　利用者の話し相手
☑　施設内の清掃
☑　囲碁・将棋等の趣味の相手
☑　お茶出しや食堂内の配膳・下膳
☑　洗濯物の整理
☑　草花の手入れや花壇づくり
☑　演芸等の披露や習字、華道等の指導
□　その他
（　　　　　　　　　　　　）

48 施設種別：介護老人保健施設

名称：みらいのさと太陽

所在地：金沢市鞍月東１丁目17番地

定員：100人

担当者：笠間

　当施設は、在宅生活が困難な方を対象に、
再び在宅生活が行えるよう看護・介護・リハ
ビリテーションを提供する在宅復帰支援の施
設です。

１日当たりのボランティア受入可能人数：２人

主な活動内容 備考

☑　レクリエーションや行事の手伝い ・受け入れは、月曜日～金曜日になっています（土日
　祝休み）。
・駐車場を完備しています。
・動きやすい服装でお越しください。

□　利用者の話し相手
☑　施設内の清掃
☑　囲碁・将棋等の趣味の相手
☑　お茶出しや食堂内の配膳・下膳
☑　洗濯物の整理
☑　草花の手入れや花壇づくり
☑　演芸等の披露や習字、華道等の指導
□　その他
（　　　　　　　　　　　　）

49
名称：ろうけん桜並木

所在地：金沢市田上さくら２丁目72番地

定員：120人

担当者：大丸

　平成26年７月に開設した、県内初のユニッ
ト型介護老人保健施設120床に、定員30人の
通所リハビリテーション施設を併設していま
す。山側環状線にすぐで利便性が高く、自然
の息吹を感じられる浅野川沿いの閑静な場所
にあります。ユニット型の居室は家庭的な雰
囲気で、在宅復帰、リハビリに力を入れてい
ます。

１日当たりのボランティア受入可能人数：２人

施設種別：介護老人保健施設
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電話：076-257-7101

FAX：076-257-7102

更新日：令和元年８月１日

施設の概要

主な活動内容 備考

□　レクリエーションや行事の手伝い ※業務内容にもよります

☑　利用者の話し相手
□　施設内の清掃
☑　囲碁・将棋等の趣味の相手
□　お茶出しや食堂内の配膳・下膳
□　洗濯物の整理
□　草花の手入れや花壇づくり
☑　演芸等の披露や習字、華道等の指導
☑　その他
（ 車いす等の洗浄、不要布の裁断など　）

50 施設種別：介護老人保健施設

名称：老健ホームいしかわ

所在地：金沢市忠縄町144番地１

定員：100人

担当者：平野

　老健ホームいしかわでは、「利用者本位の
地域に優しい社会から支持される福祉活動を
献身的な精神で提供する。」という理念・施
設是のもと、介護職、医療職がチームワーク
を大切にしながら利用者様本位のサービスの
提供を行っています。また、地域貢献活動を
通して地域の皆様が介護を必要とされる場合
に、まず相談できる施設となれることを目指
しています。

１日当たりのボランティア受入可能人数：２人　※
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電話：076-240-3366

FAX：076-240-3377

更新日：令和元年８月１日

施設の概要

電話：076-257-9300

FAX：076-257-7588

更新日：令和元年８月１日

施設の概要

主な活動内容 備考

☑　レクリエーションや行事の手伝い
☑　利用者の話し相手
☑　施設内の清掃
☑　囲碁・将棋等の趣味の相手
□　お茶出しや食堂内の配膳・下膳
□　洗濯物の整理
☑　草花の手入れや花壇づくり
☑　演芸等の披露や習字、華道等の指導
□　その他
（　　　　　　　　　　　　）

51 施設種別：軽費老人ホーム

名称：ケアハウスあいびす

所在地：金沢市北塚町西440番地

定員：150人

担当者：島田

平成３年開設

定員150人（一般126人、特定24人）。現在132人
入居

金沢市西部地区に県内初のケアハウスとして
開設。

１日当たりのボランティア受入可能人数：

主な活動内容 備考

□　レクリエーションや行事の手伝い ・平日でボランティアをお願いしたい。
・活動時間も１～２時間程度。☑　利用者の話し相手

□　施設内の清掃
☑　囲碁・将棋等の趣味の相手
□　お茶出しや食堂内の配膳・下膳
□　洗濯物の整理
☑　草花の手入れや花壇づくり
☑　演芸等の披露や習字、華道等の指導
□　その他
（　　　　　　　　　　　　）

52 施設種別：軽費老人ホーム

名称：ケアハウス千木の里

所在地：金沢市千木町ホ４番地１

定員：150人

担当者：涌村・中尾・岩田

 ケアハウスは60歳以上の方で、身体機能の
低下や高齢のため、ひとりでの生活に不安が
ある方の入居施設です。概ね日常生活に支障
のない方を対象に、話し相手や趣味の相手、
クラブ活動の指導などお願いしたい。

１日当たりのボランティア受入可能人数：２～３人
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電話：076-241-1177

FAX：076-241-1178

更新日：令和元年８月１日

施設の概要

電話：076-262-3385

FAX：076-262-3313

更新日：令和元年８月１日

施設の概要

主な活動内容 備考

☑　レクリエーションや行事の手伝い ・土曜・日曜は受入できません。

☑　利用者の話し相手
□　施設内の清掃
□　囲碁・将棋等の趣味の相手
☑　お茶出しや食堂内の配膳・下膳
□　洗濯物の整理
□　草花の手入れや花壇づくり
□　演芸等の披露や習字、華道等の指導
□　その他
（　　　　　　　　　　　　）

53 施設種別：軽費老人ホーム

名称：シニアマインド２１

所在地：金沢市山科町午40番地１

定員：85人

担当者：向

　大乗寺丘陵を背に緑豊かな山科の里で平成
16年にオープンしました。最上階に展望風呂
と喫茶ラウンジを配した８階建ての施設で
す。ケアハウスは２～７階にあり、各階大き
なラウンジを備えています。85室のうち２階
の15室が特定施設で要介護度２～３程度の
方々であり、ここがボランティアの主な活動
エリアとなる予定です。

１日当たりのボランティア受入可能人数：２人

主な活動内容 備考

☑　レクリエーションや行事の手伝い ・駐車場が少ないため、なるべく公共交通機関を利用
　してお越しください。
・ボランティア受入は平日中心、土日は相談に応じま
　す。

☑　利用者の話し相手
☑　施設内の清掃
☑　囲碁・将棋等の趣味の相手
□　お茶出しや食堂内の配膳・下膳
□　洗濯物の整理
□　草花の手入れや花壇づくり
☑　演芸等の披露や習字、華道等の指導
☑　その他
（　　車イス清掃等　　　　　　　　）

54 施設種別：軽費老人ホーム

名称：金沢春日ケアハウス

所在地：金沢市元菊町20番１号

定員：110人

担当者：北川

　金沢春日ケアハウスは全室、特定施設入居
者生活介護対応の「介護専用ケアハウス」で
す。４階から６階の３フロアあり、定員は
110名となっています。元気な方から重度の
方まで様々な利用者がおられますが、生活を
より豊かにするため皆様の支援を宜しくお願
い致します。

１日当たりのボランティア受入可能人数：２人
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電話：076-232-8221

FAX：076-232-8220

更新日：令和元年８月１日

施設の概要

電話：076-266-1234

FAX：076-266-1239

更新日：令和元年８月１日

施設の概要

主な活動内容　※ 備考

☑　レクリエーションや行事の手伝い ・土・日・祝日の受入れは不可

※主な活動内容…内容など要相談。
☑　利用者の話し相手
☑　施設内の清掃
☑　囲碁・将棋等の趣味の相手
□　お茶出しや食堂内の配膳・下膳
☑　洗濯物の整理
☑　草花の手入れや花壇づくり
☑　演芸等の披露や習字、華道等の指導
□　その他
（　　　　　　　　　　　　）

55 施設種別：軽費老人ホーム

名称：久楽会ファミリーケア城南

所在地：金沢市城南１丁目21番21号

定員：72人

担当者：鈴木

　軽費老人ホーム（ケアハウス48室・特定施
設入居者生活介護24室）併設の認知デイサー
ビス12名の施設です。
入所・通所の利用者の皆さんの話し相手や趣
味の相手として、ボランティアの皆さんの力
を発揮していただきたいと思います。

１日当たりのボランティア受入可能人数：２人要相談

主な活動内容 備考

☑　レクリエーションや行事の手伝い ・毎週土曜日、日曜日はボランティアの受入はできま
　せん。☑　利用者の話し相手

☑　施設内の清掃
☑　囲碁・将棋等の趣味の相手
☑　お茶出しや食堂内の配膳・下膳
☑　洗濯物の整理
☑　草花の手入れや花壇づくり
☑　演芸等の披露や習字、華道等の指導
□　その他
（　　　　　　　　　　　　）

56 施設種別：軽費老人ホーム

名称：ケアハウスゆりの里

所在地：金沢市木曳野３丁目292番地

定員：80人

担当者：谷口

　60歳以上の方を対象としているお食事や入浴
の準備の付いたマンションのようなものをイ
メージして下さい。外出、外泊、面会などにも
制限はなく、元気に自由に生活を送ることがで
きます。介護の必要な方でもお家と同じように
ヘルパーを利用したり、デイサービスに通うな
ど介護保険のサービスを上手に使い生活をされ
ている方も、たくさんいらっしゃいます。特定
入居者生活介護を利用した、介護付きのお部屋
もあります。

１日当たりのボランティア受入可能人数：２人
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電話：076-223-1121

FAX：076-223-1141

更新日：令和元年８月１日

施設の概要

電話：076-249-0008

FAX：076-249-0031

更新日：令和元年８月１日

施設の概要

主な活動内容 備考

□　レクリエーションや行事の手伝い ・囲碁・将棋の相手の場合、火曜日、木曜日のみで
　す。

※演芸等の披露の場合、車２～３台の人数迄可。

□　利用者の話し相手
☑　施設内の清掃
☑　囲碁・将棋等の趣味の相手
□　お茶出しや食堂内の配膳・下膳
□　洗濯物の整理
□　草花の手入れや花壇づくり
☑　演芸等の披露や習字、華道等の指導
☑　その他
（ 絵手紙、編物等々趣味の指導　　）

57 施設種別：軽費老人ホーム

名称：ケアハウス朱鷺の苑やわらぎ

所在地：金沢市本町１丁目６番１号やわらぎ金沢

定員：50人

担当者：英（あなた）

　朱鷺の苑やわらぎは、定員50名のケアハウ
ス（デイサービス併設）です。金沢駅兼六園
口（東口）徒歩約５分、リファーレ前バス停
そばの街中に位置し、公共交通機関でも移動
もし易く、施設近くの駐車場も利用可。施設
２階には舞台があり、催し物等が行われてい
ます。

１日当たりのボランティア受入可能人数：１～２人※

主な活動内容 備考

□　レクリエーションや行事の手伝い ・女性入居者が多い事から、女性のボランティアであ
　れば望ましい。

※月・水・金・日曜日　PM2:00～3:00(概ね)各１名。

☑　利用者の話し相手
□　施設内の清掃
□　囲碁・将棋等の趣味の相手
□　お茶出しや食堂内の配膳・下膳
□　洗濯物の整理
□　草花の手入れや花壇づくり
□　演芸等の披露や習字、華道等の指導
☑　その他
（施設内喫茶コーナーの職員補助）

58 施設種別：軽費老人ホーム

名称：ケアハウス朱鷺の苑かがやき

所在地：金沢市米泉10丁目１番地159

定員：50人

担当者：西尾

　ケアハウスは自立した生活の維持・継続の
施設になります。状況把握、生活相談、お食
事、お風呂準備、行事やクラブ活動等を行い
ます。午後から職員による喫茶コーナーの時
間を設けております。職員や入居者同士のコ
ミュニケーションを大切にしています。

１日当たりのボランティア受入可能人数：１人※
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電話：076-263-7691

FAX：076-260-0636

更新日：令和元年８月１日

施設の概要

電話：076-268-6541

FAX：076-268-6551

更新日：令和元年８月１日

施設の概要

主な活動内容 備考

□　レクリエーションや行事の手伝い ・平日のみ受入可能。

☑　利用者の話し相手
☑　施設内の清掃
□　囲碁・将棋等の趣味の相手
□　お茶出しや食堂内の配膳・下膳
□　洗濯物の整理
□　草花の手入れや花壇づくり
□　演芸等の披露や習字、華道等の指導
□　その他
（　　　　　　　　　　　　）

59 施設種別：養護老人ホーム

名称：向陽苑崎浦

所在地：金沢市三口新町１丁目８番１号

定員：120人

担当者：山下

　入居できる方は、65歳以上で環境上の理由
や経済的理由によって、在宅での生活が困難
な方です。
　当苑は、養護老人ホームの草分けともいえ
る、伝統のある施設です。緑が多く、四季を
愛でながらの散策や地域の方々とのふれあい
をお楽しみいただける恵まれた環境、系列施
設の利用などの利点を生かし、幅広いサービ
スを提供しています。

１日当たりのボランティア受入可能人数：１人

主な活動内容 備考

☑　レクリエーションや行事の手伝い ・駐車場　有。
・日時・曜日等は応相談。☑　利用者の話し相手

☑　施設内の清掃
☑　囲碁・将棋等の趣味の相手
□　お茶出しや食堂内の配膳・下膳
□　洗濯物の整理
☑　草花の手入れや花壇づくり
☑　演芸等の披露や習字、華道等の指導
□　その他
（　　　　　　　　　　　　）

60 施設種別：養護老人ホーム

名称：向陽苑木曳野

所在地：金沢市木曳野４丁目114番地

定員：120人

担当者：中野

　平成24年４月に開設した当苑では、120名
の定員で主に介護を必要とした方が入居対象
ではなく、自立を目的とする高齢者施設で
す。お元気な方が多いですので、日中の活動
を活発化できるように様々な働きかけが求め
られます。楽しみと笑顔をもって過ごして頂
けるようにボランティアの方の協力を得てい
ます。

１日当たりのボランティア受入可能人数：１～４人
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