
～トピックス～

〝聞こえないから行けなかった所へ〟「要約筆記サークル飛鳥」は、耳が聞こえづらくなってしまった高齢

者の方や、手話がわからない聴覚に障がいのある方などが、行きたい場所に気軽に行けるように、その場の

会話やお話をリアルタイムで要約し文字通訳するボランティアを行っています。

現在会員は１７人。入学式や授業参観などの学校行事、病院や趣味の講座・講演会、また、市政施行記

念式典など市の行事にも多大な御協力をいただいています。さらには、十文字学園女子大学や西武台高

校でも指導されており、活動の場を広げられている団体です。

「活動をしていると、たくさんの感動をもらえます」と会長の佐藤さん。今まで、耳の聞こえが悪いために出

かけることを躊躇していた依頼者から、「本当にありがとう。この場に来ることが出来てうれしい。」と言っても

らえる。そうした、一つひとつの出会いが長年活動を続けられる秘訣だそうです。

要約筆記は話の内容を速く、正確に読みやすく要約することが求められ、メンバーは依頼者にきちんと情

報をお伝えするため、定例会とは別に月に１回勉強会を行うなど、日々レベルアップに努めているそうで

す。

メンバーのほとんどがお仕事をされながら活動されており、たくさんの依頼をメンバーの中で協力しながら

こなしているそうで、メンバー同士の仲がよく、取材をさせていただいた日も、笑顔が絶えず、暖かな雰囲気

が印象に残りました。

「要約筆記サークル飛鳥」は随時メンバーを募集しています。

年に１度講座を開いており、基礎課程３２時間を受講することが

必要となりますが、毎月第１・第３金曜日に福祉の里講義室にて

定例会や勉強会を開いていますのでぜひ見学に来てください。

興味のある方は、新座市社会福祉協議会ボランティアセンター

（０４８-４８０-５７０５）まで問合せください。

～新座市市民公益活動補償制度―安心してボランティアや市民活動を行うために～

～市民ボランティア活動体験レポート～
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～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。

～「要約筆記サークル 飛鳥」を取材しました～

～市民清掃の日（５月 25日、６月８日）御協力をお願いします！～

実施日及び実施町内会／

▼5月 25 日（日）＜雨天の場合は 6月 15 日（日）＞

畑中、マーテルヒルズ、エクレール武蔵野ヒルズ、馬場（一丁目、二丁目、三丁目、四丁目）、県営馬場

団地、新栄、栄（三丁目、四丁目、五丁目）、新座住宅自治会、池田、片山、道場、栗原（一丁目、二丁

目、三丁目、四丁目、五丁目、六丁目）、野寺、堀ノ内、石神、北原、新堀（一丁目、二丁目、三丁目）、

西堀、本多

▼6月 8日（日）＜雨天の場合は 6月 22 日（日）＞

菅沢、あたご三丁目、中原、野火止住宅、西分、野火止（一丁目、四丁目上、上五、上六、上、中、

下）、武蔵野北スカイハイツ、野火止南団地、中野、大和田（一・二丁目、三・四丁目、五丁目）、新座（一

丁目、二丁目）、新座リバーサイド、新座団地、新座住宅町内会、東北（一丁目、二丁目）、北 野（一・二

丁目、三丁目）、東（一丁目、二丁目、三丁目）

※ 実施日時については、各町内会の都合により、変更する場合があります。

内 容／各町内会ごとに、公園、広場、道路などに散乱する空き缶、空きびん紙くずなどの清掃

問合せ／環境対策課内新座市民清掃の日推進協議会事務局（内線 1342）

～平成２６年度次世代文化芸術活動助成事業！助成団体募集～

子どもや文化芸術を担う若手人材を対象とした文化芸術事業を実施する文化団体等に対して、埼玉県文

化振興基金を活用して助成します。

対 象 ： 文化団体、NPO等

対象事業 ： 平成２６年７月１日から平成２７年３月３１日に実施する下記の事業

◆助成金額：対象経費について２０万円以内

◆募集期間：平成 26 年 5月 1日～5月 22 日（消印有効）

助成の対象となる要件があります。詳細、事業計画書の様式については、下記の URL をご参照ください。

http://www.pref.saitama.lg.jp/site/kikin/kodomonotaikenjigyou.html

【問合せ先】 埼玉県県民生活部文化振興課 〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂 3-15-１

TEL：０４８-８３０－２８８７ FAX：０４８－８３０－４７５２ ｅ-mail：a2875-04@pref.saitama.lg.jp

第 38号

子どもたち（未就学児、小中学生等）を対象とした文化芸術の体験、鑑賞

及び活動発表等が助成の対象となります。（【事例①】 プロの演奏家を招

き、小中学生を対象にミニコンサートや楽器演奏体験を行う場合）

文化芸術を担う若手人材の発掘・養成を目的とした体験型の講座等が助成の対象

となります。展覧会やコンサート開催のみの事業では対象となりません。

（【事例①】美術の専門家が学生を対象にワークショップを行い、作成した作品の展示

会を開催する場合）



彩の国コミュニティ協議会は、地域貢献活動を行う個人及び団体へシラコバト賞を贈呈し、その活動と功績

を顕彰しています。地域活動を行っている個人の方や団体をぜひ御推薦ください。

受賞対象となる条件や推薦方法などの詳しい内容は、彩の国コミュニティ協議会ホームページをご覧になる

か、下記の問合せ先まで御連絡ください。

【問合せ】彩の国コミュニティ協議会事務局 ０４８－８３０－２８１９

HP http://www.pref.saitama.lg.jp/site/sainokunikomikyotop/

問合せ：コミュニティ推進課ボランティア・地域活動支援室（新座市役所本庁舎２階）

TEL：０４８－４７７－１５８３（直通） URL:http://www.city.niiza.lg.jp

～地域で働く～

～ボランティア依頼・登録～

～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

年間通じて活動

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）

通年活動

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

（準備・片付け・歩行介助・おんぶ・抱っこ等）
みどり学園

福祉 トワイライトステイ
子ども家庭応援室

048-424-9608

保護者の帰宅が遅い家庭の児童の、夕方から夜

にかけての預かり、夕食や入浴の提供

適宜実施

協力家庭宅

福祉
新座市ファミリー・サ

ポート・センター事業

子ども家庭応援室

048-424-9161

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
子ども家庭応援室

048-424-9608

①市民まつりこどもひろばへの参加

②お父さんと一緒にふれあいウォーク

③お父さん応援隊写真展の開催など

①１０月②11月

③1月下旬～2月下旬

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

児童センターでスタッフとともに、子どもの

育ちや学びを見守り、支える。

例）子どもと一緒に遊ぶ、赤ちゃんの見守り等

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
新座市ボランティアガ

ーデナー

コミュニティ推進課

048-477-1583

指定された公共施設等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

をさかせるために必要な活動

随時募集

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

年4回以上

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

適宜実施

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

048-424-9616

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

随時活動

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

適宜実施

小学校、中学校、適応指

導教室「ふれあいルーム」

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

５月 ７日（水）

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）

５月１８日（日）

６月 ９日（月）

６月２２日（日）

シルバー人材センター

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

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）

新座市ふるさとハローワーク

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／生涯学習スポーツ課 ０４８－４２４－９６１６（直通）

http://www.c-niiza.ed.jp/shougaigakushu/volunteer/index.html

生涯学習ボランティアバンク

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

http://www.niizashakyo.or.jp/volunteer/index.html

社会福祉協議会ボランティアセンター

生涯学習スポーツ課


