
既に活動している団体・個人や、これから地域活動を始めようと考えている方に対して、地域の活動を広く紹

介し、効果的につなぐ役割を担う「地域コーディネーター」を養成するため、「地域活動コーディネーター養成

講座」を開催します！皆様のご参加をお待ちしております！

日時：平成２６年８月１９日（火）、２７日（水）、９月３日（水） 全３回／いずれも午後７時から

場所：野火止公民館 内容：基調講演・地域活動実践者との意見交換など

対象：市内で地域活動を行っていただける方で、講座終了後にコーディネーターとして活動していただける方

～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
児童福祉課

048-424-9620

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」

～トピックス～

～あなたの環境保全活動を支援します！～
埼玉県における、環境保全に関する、自主的な、非営利・民間の活動、及び学術的調査研究に対する、助

成を行います。＜個人、団体は問いません。＞

１ 申込み締切：平成 26年 8月 15日【郵送、当日消印有効】

２ 助成限度額：右表参照

３ 対象者：個人… 私的な活動ではなく、地域、社会、人々に働

きかけ、又は影響を与えるものであること

団体… 法人は問いませんが、代表者、所在地、及び

会計内容（記帳、出納）が明確であること

４ 応募方法： 所定の「助成金交付申請書」に必要事項を記入し、

必要書類を添付の上、応募先に郵送してください。

※詳細は募集要項をご覧ください。（HP よりダウンロードできます。）

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 26年 7月 第 39号

～彩の国ボランティア体験プログラムのお知らせ～
夏休みにボランティアをしたいけれど、初めてで心配な方向けに、新座市社会福祉協

議会では、下記のボランティア体験プログラムを計画しています。

●体験メニュー●

（１） 児童関係施設でのボランティア

（２） 高齢者施設でのボランティア

（３） 障がい者関係施設でのボランティア

（４） 社会福祉協議会でのボランティア（切手の整理、車いす・福祉車両の清掃）

●参加条件●

① 原則として連続３日以上活動が出来る方

② 本人が受付に来所し、オリエンテーションを受けることが出来る方

③ ボランティア保険加入（A プラン 300 円）

●オリエンテーション日程●

日時：①児童関係施設希望者 ７月１９日（土） 午前９時 30 分～午前 10 時 30分

②高齢者・障がい者施設関係希望者 ７月１９日（土） 午前 11 時～正午

場所：新座市社会福祉協議会２階会議室

新座市社会福祉協議会ボランティアセンター

TEL：０４８－４８０－５７０５ HP：http://www.niizashakyo.or.jp問合せ

応募先

問合せ

公益財団法人サイサン環境保全基金

〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町１-11-5 KS ビル

TEL 048-643-1192 HP http://www.h2.dion.ne.jp/~saisanec/



～市民ボランティア活動体験レポート～

～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。

新座市市民公益活動補償制度

野火止用水沿いを歩いていると雑木林から抜けてくるさわやかな風と木

漏れ日、用水のせせらぎや虫たちの大合唱で五感を楽しませてくれます。

去る６月13日（金）、埼玉県環境部水環境課主催の「川の再生地域交

流会ｉｎ野火止用水」が開催されました。このイベントの企画・運営に携わ

ったのが、埼玉県河川環境団体連絡協議会に加盟している「川爺」です。

今回は野火止用水沿いで清掃・保全ボランティアをしている「川爺」を取材しました。

メンバーは11名。野火止用水の環境改善に関心が高い人達が集まり、平成24年７月に設立した会です。野

火止用水の清掃活動だけでなく、水質調査なども行っており、専門的な知識を学ぶため外部講師を招き勉強会

を開催したり、他市での研修会へも積極的に参加しています。

「川の再生地域交流会ｉｎ野火止用水」では、県内の川の再生に取組む団体と、野火止用水に関わる市内の

様々な団体に声掛けをし、用水の見学や事例発表を通して、団体同士が交流を深められるよう細やかな気配り

がされており、会員の皆さんの優しさと同時に強い団結力を感じました。

「（野火止用水が）以前に比べるとすごくきれいになりましたね」清掃活動をしているとき、通行人の方から声を

かけていただいたそうです。多くの人達が用水の美化に取組むことで野火止用水の認識が変わってきたことが

嬉しいとメンバーの方は言います。しかし、それと同時に、「水は一見濁っていないように見えますが、水質検査

をするとまだまだきれいではなく、将来はもっと魚や水生生物が棲めるような水にしていきたいです。」メンバー

の熱い思いを感じることが出来ました。

今後の展望を伺うと「野火止用水が、子どもたちにとって身近な場

となるようにしたいです。」とのこと。

「川爺」の皆さんは、取材中も冗談を言い合ったり、いつも笑いが絶

えない楽しい団体です。交流会でも「川爺」の明るい雰囲気が全体を

包み、参加者全員がリラックスしながら交流を深め

ていました。

「川爺」に興味をお持ちの方は、コミュニティ推

進課まで問い合せください。

野火止用水清掃・保全ボランティア

「川爺」を取材しました！

ボランティア登録者
（個人・団体）

生涯学習課

依頼者
（個人・団体）

① ②

③④

⑤

⑥

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

7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）

7 月 20日（日）

8 月 4日（月）

8 月 17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）に大して、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）

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


