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シルバー人材センターは、高齢者の能力を活かした社会参加をめざし、活力ある地域社会づくりに貢献し

ています。

市内在住の健康で働く意欲のある、おおむね６０歳以上の方で、シルバー人材センターの趣旨に賛同いた

だける方なら、どなたでも入会できます。まずはお気軽にご相談ください。

≪入会説明会≫

○ 日時：１１月４日（火）、午前１０時～正午 場所：シルバー人材センター

シルバー人材センター

○ 日時：１１月４日（火）、午前１０時 正午 場所：シル 人材センタ

○ 日時：１１月９日（日）、午後１時３０分～３時 場所：栄公民館、大和田公民館

○ 日時：１１月１６日（日）、午後１時３０分～３時 場所：栗原公民館

○ 日時：１１月２９日（土）、午後１時３０分～３時 場所：東ふれあいの家

対象／おおむね６０歳以上の方 定員／各２０名程度 ※途中入場はできません。

新座市地域職業相談室では、若年者等を含む一般職業相談及び職業紹介を実施しており、タッチパネル式

の求人検索機から、埼玉県・東京都の最新求人情報がどなたでも簡単に検索・閲覧できます。

場所／新座市役所第二庁舎１階℡／０４８（４７７）１８５９（直通）

地域職業相談室

～妙音沢緑地クリーンアップ作戦 ボランティア参加者を募集します～

自然と共生した環境保全の緑化とするため、都市緑地法に基づき都市計画決定された「妙音沢特

別緑地保全地区」で、昨年度に引き続き、クリーンアップ作戦（大掃除）を行います。

イチリンソウなど、東京近郊では貴重な春植物が自生する、多

様で複雑な生態系を形成しています。緑地内の不法投棄を一掃するとともに、春植物が多く自生す

る緑地になるよう、皆さんもぜひこの活動にご参加ください。

日 時／１１月２９日（土）、午前９時３０分～１１時＜雨天の場合は、１１月３０日（日）＞

※定員はありません。

～ボランティア制度・機関のご紹介～
集合場所／栄集会所（ はありません）

持 ち 物／軍手、タオルなど

服 装／作業できる服装（長袖、長ズボン、帽子、運動靴などを着用）

申込み／電話で、１１月２０日（木）までにみどりと公園課（内線１５３６）へ

～保育サポーターを募集します～

市内の公民館・コミュニティセンターで行われる講座中に保育をします。

歳以上の方で、保育について経験のある方

提出の上、公民館主催の講習会（４回・１月予定）への参加が必要

です。

申込み／直接又は電話で、１１月２９日（土）までに中央公民館（０４８－４７９－２３２１）へ

ボランティアをはじめとした市民活動を行っている際に、おけがをされたり、誤って他人の物を壊してしまい、

善意でやっているにも関わらず、活動をしている方々が負担を強いられる場合があります。

市民公益活動補償制度は、市が保険料を負担し、このような市民活動中の事故を救済し、市民の皆さんが

、保険料を支払う必要はありません。）

利用に当たっては、事前の登録が必要となりますので、詳しくは自治振興課ボランティア推進室までお問い

合わせください。

社会福祉協議会ボランティアセンター生涯学習ボランティアバンク

新座市教育委員会生涯学習課では 様々な知識や経験 優 新座市社会福祉協議会では 新座市ボラン

新座市市民公益活動補償制度

　　～地域で働く～

　　～トピックス～

妙音沢は、豊富な湧水とカタクリや

利用時間／月曜日～金曜日・午前９時～午後５時

集合場所／栄集会所（駐車場はありません）駐車場

安心して活動に参加できるよう補償する制度です。（市民の皆さんが

対 象／市内在住のおおむね２０

　　　　　　　　　　
報 酬／時給９６０円

登録方法／登録申請書を

問い合わせ：自治振興課ボランティア推進室（市役所第二庁舎２階）

TEL：０４８（４７７）１１１１ （内線１０５８）

URL:http://www.city.niiza.saitama.jp

担当：松崎、藤田

申 直接 電話 、 月 （ ） 中央 民館（ ）

～男女共生フォーラム２００９ ～

－皆さんと「発表したい」「学びたい」「交流したい」を大募集－

日 時／来年２月２１日（土）・２２日（日）

対 象／女性問題、福祉、環境、国際交流など、男女共同参画のまちづくりのために活動

している市内のグループや団体

内 容／展示ぷらざ＝グループの活動内容を展示発表

パフォーマンスぷらざ＝朗読、演劇、音楽などを発表

学びのぷらざ＝テーマも形式もあなたがプロデュースする研修型ワークショップ

申込み／直接又は電話で、１１月２８日（金）までに、にいざほとぷらざ（０４８－４８６－８６２３）へ

新座市教育委員会生涯学習課では、様々な知識や経験、優

れた技術や技能を持ち、それらをボランティア活動を通して地

域に還元したいという方（団体）に、指導者として登録をいただ

いています。これから学習活動に取り組もうとする方(団体)に
対して、お手伝いできるボランティアの方（団体）を紹介する制

度です。

問い合わせ／生涯学習課 内線1834

新座市社会福祉協議会では、新座市ボラン

ティアセンターを設置し、ボランティアに関する

相談やボランティア団体への支援などのほか、

福祉のこころを伝える福祉教育事業などを推進

しています。

問い合わせ／新座市社会福祉協議会

電話／０４８－４８０－５７０５



活動に興味がある・活動をしてみたいという方

毎月第２土曜日に志木駅南口前「にいざほっとぷらざ」会議室にて、ボランティアアドバイザーによるボラン

ティア活動相談を実施しています。

１１月の相談日 １１月 ８日（土）午前１０時～正午 にいざほっとぷらざ５階 会議室３

１２月の相談日 １２月１３日（土）午後１時～３時 にいざほっとぷらざ４階 会議室２

問い合わせ：新座市社会福祉協議会ボランティアセンター （０４８－４８０－５７０５）

～ラジオ体操・みんなの体操 指導者養成講習会に参加してみませんか～

日 時／１２月４日から１８日までの毎週木曜日、計３回、午前９時３０分～１１時３０分

場 所／市民総合体育館

対 象／市内在住の方

定 員／１００名・多数の場合抽選

内 容／体力の維持、増進及び最近話題のメタボリックシンドローム予防のため、ラジオ体操やみんな

の体操の基本をわかりやすく学びます。

講 師／体操指導者・長野信一 氏

　　～現在募集中のボランティア情報～

　　～ボランティア活動体験レポート～

No.15～卓球ボランティアグループ「ひまわりの会」の活動を取材しました～

１０年ほど前、「障害を気にせず、スポーツを楽しめる機会がほしい。」という声に少しでも答えたいとの思

いから、ひまわりの会の立ち上げを決意した、会代表の長谷川さんは、初級スポーツ指導員講習を受け、当

時卓球教室に参加していた仲間とともに会を発足させ、今年で１０年目となります。活動は毎週土曜日の午

前中に福祉の里体育館で行っており、メンバーは、４０名近くに上ります。

「左半身マヒで、以前は杖をついて、歩くのも大変だったが、卓球を始めてからは、バランス感覚も良くなり、

卓球台の前に立つと、自然と体が少し動くようになった。楽しく参加できるのも、ボランティアの皆さんがいる

からこそ。」と素敵な笑顔を見せてくれたのは、根地嶋さん。

「卓球を始めて足どりが良くなった、車の運転も病気になる前と変わらなくなったなどの報告を聞けたときや、

卓球って楽しいと言いながら上達していく姿を見られることがうれしい 」と代表の長谷川さん

分野 名称 備考

にいざ　まち美化パートナー 随時募集

新座市違反簡易広告物除
去推進員

随時募集

新座市グリーンサポーター 随時募集

新座市緑の保全巡視員 随時募集

新座市公園トイレクリーン
キーパー

随時募集

新座市公園低木・生け垣刈
り込みサポ タ

随時募集

環境

内容

市内道路の清掃美化活動

市内の違反簡易広告物の除去

市内雑木林の維持管理など

緑地内の巡視活動など

トイレ施設の清掃など

低木及び生け垣の植栽及び剪（せん）定

問い合わせ：観光都市づくり推進室（内線１０９１）
生涯学習 生涯学習ボランティアバンク 随時募集ティア活動を通じて地域に活かし、還元したいという方が生涯学習

指導者として登録する制度

講 師／体操指導者・長野信 氏

持ち物／室内用運動靴 服装／運動のできる服装

費 用／１００円（保険代）

申込み／往復はがきで、１１月２０日（木）までにスポーツ健康課へ(〒352-8623 野火止１－１－１）

　

卓球って楽しいと言いながら上達していく姿を見られることがうれしい。」と代表の長谷川さん。

また、発足当初からボランティアをしている清水さんは、「継続して参加することは大変だが、ここは障がい

のある方もない方も変わりなく楽しめ、自分も充実し

ている。」とやりがいを語ってくれました。

ひまわりの会は、随時仲間を募集しています。

問い合わせ：自治振興課ボランティア推進室

（内線１０５８）

No.16～新座市観光ボランティアガイド協会の活動を取材しました～

会員１５名で、新座を訪れた方に本市の

ガイドの予約は年内は埋ま ているほど需要の高いボランテ ガイドですが 小学生に対するガイドは

り込みサポーター

新座市公園パートナー「花
の広場」

随時募集

新座市小規模公園管理サ
ポーター

随時募集

新座市ボランティアガーデ
ナー

随時募集

トワイライトステイ 随時募集

お父さん応援隊 随時募集

新座市ファミリー・サポート・
センター

随時募集

育児学級保育ボランティア 随時募集

保育サポーター 随時募集

「星と音楽のひととき」指導 随時募集

骨粗しょう症診断時の啓発 随時募集

対象施設における花の植栽や花苗・種子の手配など年間を通じて
満遍なく花を咲かせるために必要な活動

市民まつりこどものひろばへの参加、お父さんと一緒にふれあい
ウォークの開催、お父さん応援隊写真展の開催など

保育施設への送迎、お子さんの預かりなど

福祉

ひとり親家庭などの児童を夕方から夜にかけて預かり、夕食や入
浴の提供

生後2ヶ月から4ヶ月の乳児への保育

公民館などでの保育

プラネタリウムの企画運営、星の説明

骨粗しょう症受診者への試食提供の協力

清掃、除草、草刈り及び花の植栽作業

剪定及び灌水や公園内の清掃など

　　～ボランティア活動相談～ 　　　　　　　～参加者募集中の講座～

今年の６月に設立したばかりのフレッシュなこの協会は、現在、

歴史や文化、自然などの魅力を説明する活動を行っています。

ガイドの予約は年内は埋まっているほど需要の高いボランティガイドですが、小学生に対するガイドは、

今回の野火止小学校4年生の社会科見学でのガイドが初めてとのことでした。

同行した際、ガイドの皆さんは、子どもたちと歩幅を合わせ、野火止用水の源流である玉川上水の歴史、

原野だった野火止台地につくられた野火止用水は、人々の大切な生活用水として使われていたことなどを

説明し、子どもたちは一生懸命メモを取っていました。

「『ただ散策するよりも、ガイドさんの案内があることで新座のことを楽しく知ることができてよかった。』と

言われると、ガイドをしてよかったと思う。」と副会長の渡辺さんと鈴木さん。

「ガイドとしての技術はまだ未熟だが、ガイドをしながら更に

新座の魅力を学び、多くの人に共感してもらいたい。また、一

緒に活動する仲間も増えてほしい。」と会員の皆さん。

「今後新たな名物も考えて、新座の知名度を上げていきた

い。」との意気込みも印象的でした。

協力活動 （登録制）
地域の健康づくりを考える
会

随時募集

ゆめさくら 随時募集

デイサービス介助ボランティ
ア

随時募集

各種教室介助 随時募集

「言語療法」介助 随時募集

教育 特別支援教育ボランティア 随時募集

社会教育 ブックスタート協力員
随時募集
（登録制）

「はじめてブック」の運営協力

様々な知識や経験、優れた技術や技能を持ち、それらをボラン

福祉の里ボ
ランティア

福祉の里老人デイサービスセンター、障害者福祉センター利用者
に対する介助　　３月下旬～４月中旬までお花見ボランティアを募
集

障がい状況に応じて、用具の用意等の介助、教室内の配置等の
設営

失語症の方々への集団での言語訓練のサポート

特別な教育的支援を必要とする児童・生徒の教育活動の支援

骨粗しょう症受診者への試食提供の協力

各中学校区ごとに会を実施し、健康づくり活動を実践

障がい者を対象とした各種イベントの企画・運営
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