
新座市では、支援を必要とする高齢者や障がい者のちょっとした困りごとを地域のボランティアさんが

お手伝いする会員制の事業を実施しています。現在、利用者（利用会員）からの依頼が増えてきており、

ボランティア（協力会員）を募集しています。みなさんのパワーをボランティア活動に生かしてみません

か？

応募資格：市内にお住まいで市民同士の支え合いに賛同し、意欲のある20歳以上の方

謝 礼：１時間600円分の地域通貨券（アトム通貨）で謝礼

活動内容：庭の草取り、窓ふき、買物支援、病院付添い等、応相談可

問 合 せ 新座市社会福祉協議会 ＴＥＬ:０４８－４８０－５７０５

～現在募集中のボランティア情報～

分野 事業等の名称 担当課 事業（活動）の内容 活動時期・場所

国際 ワンナイトステイ
コミュニティ推進課

048-477-1583

日本語国際センター研修生のホームステイ受

入れ（原則として1泊 2日）

適宜実施

各家庭

国際 日本語学習支援員
教育相談センター

048-477-7204

来日して間もない児童生徒に、基本的な日本

語会話の支援

通年

市内小・中学校

防犯
新座市

自主防犯パトロール

市民安全課

048-477-2502

各町内会区域内でのパトロール

（主に児童・生徒の登下校時）

通年

防犯パトロール実施町

内会区域内ほか

福祉 みどり学園保育補助

障がい者福祉課

みどり学園

048-478-6957

保育活動の補助

（保育用品の準備・片付け等）

通年

みどり学園

福祉
新座市ファミリー・サ

ポート・センター事業

子育て支援課

048-424-9608

保育施設までの子ども送迎等、仕事と育児の両

立のために必要な援助活動

適宜実施

協力家庭宅

福祉 お父さん応援隊
子育て支援課

048-424-9608

①市民まつりこどもひろばへの参加

②お父さんの餅つき大会の開催

③その他（未定）

①１０月②11月

③未定

市役所ほか

福祉
新座市児童センター

応援団

新座市児童センター

048-479-8822

児童センターで子どもたちと遊んだり、赤ち

ゃんの見守り、庭木の手入れや清掃、ドレスの

修繕など

随時

児童センター

福祉
デイサービス

介助ボランティア

福祉の里

048-481-2910

タオルたたみ、お茶入れ、ゲームの参加、食

事の準備、食器洗い、散歩介助、障がい者福祉

センターで実施する各種講座補助など

通年、午前・午後・1日で

本人の希望する時間帯

福祉の里

環境
にいざ

まち美化パートナー

環境対策課

048-481-6769
団体ごとに行う市内道路の清掃美化活動

概ね各団体月１回活動

市内

環境
彩の国ロードサポート

制度

環境対策課

048-481-6769

県管理道路の清掃活動及び歩道に設置された

植樹帯等に行う植栽等の美化活動

通年

県管理道路

環境
違反簡易広告物除去

推進員

環境対策課

048-481-6769

推進団体ごとに提出された除去活動計画書に

従い、市内の違反簡易広告物の除去

通年

市内

生涯学習
生涯学習

ボランティアバンク

生涯学習スポーツ課

048-477-1498

生涯学習ボランティアバンクに登録している

個々の登録内容で、市民からの依頼に応じて活

動

通年

市内

教育 ピア・サポーター
教育相談センター

048-477-7204

学校・家庭等での不登校児童生徒や集団不適

応児童生徒への支援

通年

小学校、中学校、適応指

導教室「ふれあいルーム」

●問合せ・連絡先● 〒３５２ｰ８６２３ 新座市野火止１-１-１

コミュニティ推進課（新座市役所本庁舎 2階） TEL ０４８-４７７-１５８３

ボランティア・地域活動支援室 URL http://www.city.niiza.lg.jp

ボランティア大募集！！

～トピックス～

実践者から学ぶコミュニティビジネス
地域課題解決の活動にも継続性、経済的自立が求められています。

コミュニティビジネスの立ち上げや運営方法、コミュニティビジネスの強みと成功のポイントなどについ

て、事例を交えながら、具体的かつ実践的なノウハウをお伝えします。

【日 時】 平成27年10月21日（水）１３：３０～１６：３０

【場 所】 埼玉県県民活動総合センター ２０５セミナー室

【対 象】 コミュニティビジネスを具体的に始めようと検討している方、

事業の採算性や継続性を高めたいと考えている方など

【講 師】 永沢 映 氏

【定 員】 ２０名（先着順） ※保育サービスあります。

【受 講 料】 無料

【申 込 先】 電話、来館 ９：００～１７：１５（休館日を除く）
〒３６２ー０８１２ 伊奈町内宿台６－２６
公益財団法人いきいき埼玉 活動支援担当
TEL ０４８－７２８－７１１６
http://www.kenkatsu.or.jp/kouza/

【主 催】 公益財団法人いきいき埼玉

発 行：コミュニティ推進課ボランティア・地域活動支援室

発行日：平成２７年 9月 第４5号

ふむふむ。なるほど。

ＮＰＯ基礎講座
ＮＰＯ法人の自立的運営と会計・税務の基礎から活動計算書の作成までを学びます。

ＮＰＯ法人に携わる方や市民活動団体関係者、ＮＰＯ活動に関心のある方など、どなたでもご参加い

ただけます。

【日 時】 平成27年１１月５日（木）、11日（水）１３：００～１６：３０（計２日間）

【場 所】 埼玉県県民活動総合センター ３０５セミナー室

【講 師】 福島 達也 氏（11月5日：ＮＰＯ法人の自立的運営）

中村 元彦 氏（11月11日：ＮＰＯ法人の会計基礎・新会計基準と活動計算書・税務の基

礎）

【定 員】 ４０名（先着順） ※保育サービスあります。

【受 講 料】 １，０００円

【申 込 先】 電話、来館、インターネット ９：００～１７：１５（休館日を除く）
〒３６２ー０８１２ 伊奈町内宿台６－２６

公益財団法人いきいき埼玉 活動支援担当

TEL ０４８－７２８－７１１６
http://www.kenkatsu.or.jp/kouza/

【主 催】 公益財団法人いきいき埼玉



～市民ボランティア活動体験レポート～

今回は、デイサービスセンターでの慰問演奏会の活動を

行なっている「二胡の会」を取材しました。

平成１４年１２月に畑中公民館で行なわれた中国二胡講

座を受講した有志で、自主サークルを立ち上げ活動がスタ

ート。現在男女１４名で活動しています。

定期的な活動としては、月に２回の練習会と、毎月デイサービスセンターへの出張公演を行なって

います。その他に年に２回、春は公民館まつり、秋は市民まつりの「器楽の祭典」に参加し、演奏を行っ

ています。

「新しい曲を覚えるのは大変だけど、覚えた後は楽しくなります。家族の介護など時間の制約がある

中で、ほとんどの会員が月２回の練習に集まります。普段の独学での練習は大変だけど、会員の人

柄、みんなと音色を合わせられたときの喜び、二胡という楽器の魅力によって楽しく続けられます」と

代表の加藤さんや会員のみなさん。

施設での公演で気をつけている点などを伺うと「みなさんの良く知っている唱歌や童謡などを演奏

し、音楽に合わせて歌を歌えるように選曲しています」とのこと。公演を取材したデイサービスセンター

では、曲に合わせてみなさん楽しそうに歌っていました。１時間の公演の最後には２曲のアンコールが

あり、とても盛況でした。

二胡という楽器は、二本の金属の弦を馬のしっぽの弓でこすって、ニシキヘビの皮を貼った木製の

胴で共鳴させて音を出しています。楽譜は、１・２・３の数字譜です。表現力が豊かで「人の声に最も近

い楽器」と言われており、とても優しい音色を奏でます。

「月１回のデイサービス出張公演は『ありがとう』、『また来てね』と、元気な歌声と笑顔いっぱいの活

動です。みなさんの前で演奏できて、しかも聴いていただいた方が懐かしくて涙を流されたり、お互い

が感動することが出来ます」とやりがいを話してくださり、みなさんの素敵な笑顔を見ることが出来まし

た。

出張公演では、心を込めて演奏されている姿が

印象に残っています。

「二胡の会」に興味をお持ちの方は、コミュニティ

推進課までお問い合せください。

「二胡の会」を取材しました！

～登録は新座市役所コミュニティ推進課ボランティア・地域活動支援室で～

新座市市民公益活動補償制度は、ボランティアをはじめ公益的な市民活動を行っている方々に代

わって市が保険料を負担することで市民活動中の事故を救済し、市民の皆さんが安心して活動に参

加できるよう補償する制度です。（市民の皆さんが、保険料を支払う必要はありません。）

登録方法／コミュニティ推進課ボランティア・地域活動支援室にある登録申請書に必要書類を添付し

て提出してください。（申請書は、市ホームページ（http://www.city.niiza.lg.jp/)からもダウンロードで

きます。）

詳しくは、コミュニティ推進課ボランティア・地域活動支援室

０４８－４７７－１５８３（直通）までお問い合わせください。

今回は、介護福祉施設でコーラスの活動を行っている『コーラス虹』

を取材しました。

平成19年に、会員のお知り合いで介護福祉施設に入所されている

方の「歌を歌いたい」という一言から、既に活動していたコーラスのグル

ープなどに声を掛けて会を立ち上げ、現在男女33名で活動しています。

定期的な活動として、毎月３か所の介護福祉施設でコーラスを行っています。

「とても歌が好きで、楽しく歌わせていただいています。参加者の方も笑顔で歌ってくださり、お互いに共感し

感動できます。」と会員の皆さんは語っていました。

コーラスで気を付けている点などを伺うと、「皆さんの良く知っている童謡や唱歌などを演奏し、音楽に合わ

せて歌を歌えるように選曲しています。ただ、『ぞうさん』など子ども向けの童謡や、入所者の方を子ども扱い

するような歌は避けたり、伴奏では曲の出だしを聞いただけで歌が分かるようにメロディーを演奏するなど、皆

で楽しめるように気を付けています。懐かしい歌を歌うと、戦時中を思い出したり、自分の幼き日の母親を思い

出したり、夫婦で力を合わせ困難を乗り越えてきた日々の思い出に浸ったりと、皆で泣いたり笑ったりして心が

元気いっぱいになります。」とのことでした。

活動を取材した介護老人福祉施設では、会員の方も入所者の方も、皆さん楽しそうに歌っていました。１時

間で16曲を合唱し、入所者の方もマイクを片手に素敵な歌声を披露され、歌い終わった後には涙ぐまれるな

ど、皆さんの心の琴線に触れる歌の会でした。

「活動日には、その日できる人が参加するというスタイルで、無理をせずに活動しています。細く永くずっと

続けて、毎月楽しみに待っておられる入所者さんたちと、一緒に歌を歌い続けていきたいです。歌の上手・下

手に関わらず、興味のある方は是非一緒に活動しましょう。」と話してくださり、会員の皆さんの素敵な笑顔を

見ることができました。

コーラスでは、会員の方それぞれが入所者

の方に寄り添い、語りかけるように、心を込めて

歌われている姿が印象に残っています。

『コーラス虹』に興味をお持ちの方は、コミュ

ニティ推進課までお問い合せください。

新座市市民公益活動補償制度

市民ボランティア

活動体験レポート

「コーラス虹」を取材しました！
対象／６０歳以上の方

定員／各２０名程度

※途中入場不可

問合せ／公益社団法人新座市

シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー

（048-481-4305）へ

新座市ふるさとハローワーク

生涯学習ボランティアバンク

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目

指し、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》

開催日時 場 所

9 月 7 日 (月 ）

午前 10時

～正午

新座市シルバー人材センター

（堀ノ内 3－4－11）

9 月 20 日 (日 ）

10 月 5 日 （月 ）

10 月 18 日 (日 ）

新座市社会福祉協議会

ボランティアセンター

シルバー人材センター

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。

①依頼 ②打診 ③返答 ④紹介 ⑤直接交渉 ⑥報告

問合せ／新座市教育委員会生涯学習スポーツ課

０４８－４７７－１４９８（直通）

タッチパネル式の求人検索機から、埼玉県をはじめ全国の

最新求人情報がどなたでも簡単に検索・閲覧できます。

利用時間／月曜日～金曜日・午前９時～午後５時

場 所／新座市役所第二庁舎１階

問 合 せ／新座市ふるさとハローワーク

０４８－４７７－１８５９（直通）

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。

問合せ：新座市社会福祉協議会

ボランティアセンター

電 話：０４８－４８０－５７０５

Ｈ Ｐ：http://www.niizashakyo.or.jp/

volunteer/index.html


