
～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
地域活動推進課

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

生涯学習
新座星空クラブ（旧称「新

座市星と星座研究会」）

新座市児童センター

048-479-8822

プラネタリウム室や星空観察会で、月や星の

解説等をする。

毎月１回

児童センター

健康
新座市食生活改善推進

協議会

新座市保健センター

048-481-2211

「私達の健康は私達の手で」をモットーに、

料理講座を行う

通年随時

保健センター、野火止公

民館等

環境 新座市グリーンサポーター
みどりと公園課

048-477-2987

市内の雑木林の維持管理（草刈り・サポータ

ーの育成）やそれに付随した活動。その他目的

達成に必要な啓発活動等。

月３～４回

総合運動公園他

環境 新座市緑の保全巡視員
みどりと公園課

048-477-2987

緑地の維持管理及び動植物の持ち出しやご

みの不法投棄等の防止のための巡視。

通年随時

妙音沢緑地、野寺三丁目

保全緑地

教育
新座っ子ぱわーあっぷ

くらぶ事業

生涯学習スポーツ課

048-424-5362

週末の子どもたちの安全・安心な居場所確保を目

的とした、市内小学校を会場に文化・学習・スポー

ツのジャンルで様々なクラブを開設するための援助

通年

市内各小学校

教育

新座市子どもの放課後

居場所づくり事業（コ

コフレンドスタッフ）

生涯学習スポーツ課

048-424-5362

子どもたちを心豊かで健やかに育む、安全・安心

な居場所として、新座市子どもの放課後居場所づく

り事業（愛称：ココフレンド）を推進するために、

小学校施設（教室や校庭、体育館等）を活用し、勉

強や遊び、体験交流活動等の援助を行う。

通年

市内各小学校

生涯学習 赤いりんご朗読会
中央図書館

048-481-1115

西堀・新堀コミュニティセンターでの『おは

なし会』の開催

毎月第１火曜日

西堀・新堀コミュニティセンター

生涯学習 にいざまめの会
中央図書館

048-481-1115

中央図書館での『おたのしみ会』や、にいざ

ほっとぷらざでの絵本と紙芝居の読み聞かせ、

手遊びなどの『おはなし会』を開催

（中央図書館）

第3日曜日／午後2時

（ほっとぷらざ）

第2・4水曜日／午後3時 30分

教育 学習支援ボランティア
教育支援課

048-477-7142

学習プリント印刷ボランティア等の学校生

活全般のサポート

通年

市内各小・中学校

教育
給食、清掃指導及び補

助ボランティア

教育支援課

048-477-7142
1年生の生活指導の補佐（求職、清掃補助等）

通年

市内各小・中学校

教育 授業支援ボランティア
教育支援課

048-477-7142

昔遊びの指導や、家庭科、生活科の授業補助

等

通年

市内各小・中学校

教育
安全、防犯ボランティ

ア（校舎内）

教育支援課

048-477-7142
校内の安全パトロール

通年

市内各小・中学校

教育
安全、防犯ボランティ

ア（校舎外）

教育支援課

048-477-7142
校外の安全パトロール

通年

市内各小・中学校

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」

新座市社会福祉協議会では、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円分のアトム通貨券（地域通貨）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

【問合せ・連絡先】
地域活動推進課（新座市役所本庁舎３階） 〒352-8623 新座市野火止1-1-1
TEL 048-477-1583（直通） URL http://www.city.niiza.lg.jp

今回は、図書館点訳ボランティアグループ『レインボー』を取材しました。『レインボー』は、

毎月第２・第４木曜日の午後、中央図書館で活動しており、視覚障がい者向けに点訳図書の作成、図

書館が毎月発行している「図書館だより」や郷土資料の点訳・打ち出しを行っています。

『レインボー』は平成２０年に結成され、結成以来メンバーは変わらず女性７人が活動しています。７色

（７人）の虹のように障がい者との懸け橋になりたい、という想いから『レインボー』と名付けたそうです。メン

バーは全員、平成１６年に図書館で実施した点訳講習会の修了生で、講習会の講師の方には現在でも

点訳の監修をしていただいています。メンバーや講師との変わらない結びつきのもと、長期に渡って図書

館の障がい者サービスに貢献され、平成２９年度には第４９回シラコバト賞も受賞されました。

点字は縦３点・横２点、計６点の組み合わせで五十音を表す表音文字です。活動開始当初は、一字

一字手打ちで点訳しており、誤字脱字があればやり直しとなるため非常に大変でした。現在はパソコンの

点訳ソフトを使用して点訳しているため、編集し易く、自宅でも作業ができ、完成した原稿を点字プリンタ

ーで印刷できるなど、とても便利になったそうです。

点字には独自のルールがあり、点訳する言葉の読みはもちろん、意味も理解する必要があるため、辞

書を引きながらの作業になります。メンバーの方は、『大人になってこんなに辞書を引くとは思わなかっ

た。とても楽しく、勉強になっている』と笑顔で話してくださいました。点訳した図書を利用している方の顔

が直接見えないため、寂しく思うこともあるそうですが、『視覚障がいのある方に読書の楽しみや情報を届

けたい、という同じ想いを持つ仲間とともに、楽しく続けることができています』とリーダーの並木さん。『レイ

ンボー』が作成した点訳版「図書館だより」や行政資料は、中央図書館で閲覧・貸出が可能です（貸出に

は図書館の利用者登録が必要です）。ぜひご利用ください。

『レインボー』は随時メンバーを募集しています。初級点訳講座修了程度の資格が必要となりますが、

興味をお持ちの方は、新座市立中央図書館（０４８－４８１－１１１５）までご連絡ください。

発 行：地域活動推進課

発行日：平成３０年８月 第６０号

≪年２回発行／次号は平成３０年１２月発行予定≫

図書館点訳ボランティアグループ『レインボー』 を取材しました！

市民ボランティア 活動体験レポート



活動区分

一般 リーダー 語学専門（英語・英語以外）

資格や経験を

問わず参加で

きます。

２０名程度のボランティアを取

りまとめ、チームとしてより良い

活動に導いていただきます。

海外からのお客様の外国語で

の問い合わせに対応していた

だきます。

募集予定人数 ５，４００名

応募条件 次の全ての条件を満たす方

○平成１４年４月１日以前に生まれた方

○日本国籍を有する方又は日本に居住する資格を有する方

○日本語による簡単な会話（意思疎通）ができる方

○電子メールやホームページを閲覧できる方

活動内容 ○競技会場や観光地までの道案内

○大会期間中に開催するイベントの運営サポート

○パンフレットの配布や埼玉県内の魅力ＰＲ

○活動エリア周辺の環境美化、障がいのある方のサポートなど

募集要項配布場所 ・県ホームページからダウンロード

・市役所オリンピック・パラリンピック推進室、公民館など

募集期間 ８月１６日（木）～９月３０日（日）

◆ＷＥＢ……募集期間中に県ホームページ

（http://www.pref.saitama.lg.jp/oly-para/hospitality/volunteer/）から応募専

用ページにアクセスし、入力フォームから応募

◆郵送……８月１６日（木）から配布する専用応募用紙を以下の宛先へ送付

（〒330-9301 埼玉県オリンピック・パラリンピック課ボランティア担当）

選考方法 書類選考のみ 書類選考及び面接

競技会場や観光地までの道案内、大会期間中に開催する

イベントの運営サポートなどを行うボランティアです。

※詳細はホームページ参照

◎問い合わせ先…埼玉県都市ボランティア募集コールセンター

（℡048-833-2700 土・日曜、祝日を除く午前 9時～午後 6時）

※大会競技会場、選手村などの大会関係施設で活躍するボランティアについては、

東京 2020 組織委員会大会ボランティア特設サイトを参照してください。

（http://tokyo2020.org/jp/special/volunteer/）

東京2020大会 埼玉県の都市ボランティアを募集します！

～登録は新座市役所地域活動推進課で～

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】

地域活動推進課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/site/volanteer/koekihosho.html)からもダウンロードできます。）

詳しくは、地域活動推進課 TEL０４８-４７７-１５８３（直通）までお問い合わせください。

市民公益活動補償制度

笑顔でお出迎え

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。

【対 象】

市内在住の６０歳以上の方

【問合せ】

（公社）新座市シルバー人材センターへ

TEL ０４８－４８１－４３０５

《入会説明会》 開催日時 場 所

8/6(月） 10/21(日）
午前１０時

～正午

（途中入場は

不可）

新座市シルバー

人材センター

（堀ノ内 3－4－11）

8/19(日） 11/5(月）

9/10(月） 11/18(日）

9/16(日） 12/10(月）

10/9(火） 1/20(日）

新座市役所本庁舎３階にある「新座ふるさとハローワーク」では、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１０時～午後５時

【問 合 せ】 新座市ふるさとハローワーク ＴＥＬ ０４８-４７７-１８５９（直通）

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頂いています。

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。

※利用に関しては基本的には無料ですが、教材費・

実費等をご負担いただく場合もあります。

【問合せ】 生涯学習スポーツ課

ＴＥＬ ０４８-４７７-１４９８（直通）

新座市社会福祉協議会のボランティアセンターでは、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。

社会福祉協議会のボランティアコーナーでは、「ボランティア募集掲示板」を設けており、市民の皆さま

に自由に情報を閲覧できる場として活用していただいています。市内の事業所、団体様におきまして、募

集情報がございましたら情報提供にご協力ください。A４サイズ程度で形式、書式は自由ですが、施設名・

活動内容・持ち物等がわかるようにしてください。メール、FAX 等でお送りください。

【問合せ】 新座市社会福祉協議会ボランティアセンター ＴＥＬ ０４８-４８０-５７０５

①依頼 ②打診 ③返答 ④紹介 ⑤直接交渉

⑥交渉結果報告 ⑦利用報告

生涯学習ボランティアバンク

新座市社会福祉協議会 ボランティアセンター

新座市ふるさとハローワーク

⑥・⑦

新座市シルバー人材センター

～ 地域で働く ～

～ ボランティア依頼・登録 ～


