
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：７月６日（月）午前１０時～正午 場所：シルバー人材センター（堀ノ内３－４－１１）

○ 日時：７月１９日（日）午後１時３０分～３時 場所：栗原公民館（栗原３－８－３４）

○ 日時：８月３日（月）午前１０時～正午 場所：シルバー人材センター

○ 日時：８月１６日（日）午後１時３０分～３時 場所：にいざほっとぷらざ（東北２－３６－１１） ～地域の“元気”活動を求めます～

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２１年７月
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○ 日時：８月３日（月）午前１０時～正午 場所：シルバー人材センター

○ 日時：８月１６日（日）午後１時３０分～３時 場所：にいざほっとぷらざ（東北２－３６－１１）

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

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

～地域の“元気”活動を求めます～
対 象／地域住民が自主的に結成し運営している団体、又は地域活度団体と積極的

に連携して地域づくりに取り組む商店街、学校等で、地域に即した発想・リーダーシ

ップ・方法などにより、地域づくり・くらしづくり・ひとづくり活動に２年以上取り組み、

ている団体を募集します。

詳細は財団法人あしたの日本を創る協会ホームページ

（http://www.ashita.or.jp/prize/index.htm）をご覧ください。

締 切／平成２１年７月２４日（金）

応募方法／「応募用紙」と「応募レポート」（活動記録と現在までの成果等を４，０００字以内

で）を一緒にご応募ください。

※用紙は上記ホームページからダウンロードできます。

表彰式／平成２１年１１月４日（水）、５日（木） 「平成２１年度あしたのまち・くらしづくり全国

フォーラム」で行います。
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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。

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

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。

①依頼 ②打診 ③返答 ④紹介 ⑤直接交渉 ⑥報告

問い合わせ／生涯学習課 内線1834

～地域の“元気”活動を求めます～
対 象／地域住民が自主的に結成し運営している団体、又は地域活度団体と積極的
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フォーラム」で行います。

～夏休みを利用してボランティア活動体験をしませんか～
彩の国ボランティア体験プログラム
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⑤
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活動内容 活動先 備考

保育補助・軽作業等
（保育士の補助など）

市内保育園等

多くの施設では高校生以上
の方の活動受入れとなりま
すが、数か所の施設では中
学生の方の受入れもしてい
ます。

保育補助
放課後児童保育室１７か所 高校生以上

高齢者の介助等
（話し相手・散歩など）
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申込み ／７月１７日（金）（土日を除く）までに市役所第三庁舎１階 ボランティアセンター
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民活 ア情報～

～登録は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

ダウンロードが可能。）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（内線１０５３）までお問い合わせください。

分野 名称 備考

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
り込みサポーター

随時募集

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
随時募集剪定及び灌水や公園内の清掃など

清掃、除草、草刈り及び花の植栽作業

内容

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

低木及び生け垣の植栽及び剪（せん）定

トイレ施設の清掃など
環境

No.20～新座市ファミリー・サポート・センター事業の協力会員の活動を取材しました～

ファミリー・サポート・センター事業では、保育園への送迎や子どもの預かりなど、育

児の援助をしてほしい方（利用会員）と育児の援助を提供できる方（協力会員）からな

る相互援助活動を行っています。

今回取材した協力会員の村上さんは 活動を始めて５年目になります 村上さん自

～登録は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

ダウンロードが可能。）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（内線１０５３）までお問い合わせください。

分野 名称 備考

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
り込みサポーター

随時募集

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

「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
協力活動

随時募集
（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

各中学校区ごとに会を実施し、健康づくり活動を実践

剪定及び灌水や公園内の清掃など

障がい者を対象とした各種イベントの企画・運営

清掃、除草、草刈り及び花の植栽作業

内容

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

低木及び生け垣の植栽及び剪（せん）定

トイレ施設の清掃など

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

骨粗しょう症受診者への試食提供の協力

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

プラネタリウムの企画運営、星の説明

環境

福祉の里老人デイサ ビスセンタ 障害者福祉センタ 利用者

福祉
No.20～新座市ファミリー・サポート・センター事業の協力会員の活動を取材しました～

ファミリー・サポート・センター事業では、保育園への送迎や子どもの預かりなど、育

児の援助をしてほしい方（利用会員）と育児の援助を提供できる方（協力会員）からな

る相互援助活動を行っています。

今回取材した協力会員の村上さんは、活動を始めて５年目になります。村上さん自

身も３人のお子さんを育てているお母さんです。

「今日はちょっと眠そうだね」と気さくに利用会員やお子さんに話しかける村上さん。

いたり、コミュニケーションを取るようにしています。」と活動するうえで大切にしている

ことを教えてくれました。

また、「子どもは、母親の気持ちが自分に向いていると感じられれば、四六時中母親

が傍にいなくても大丈夫。第三者だからこそ見えることもあります。」と教えてくれた村

子から信頼関係があるのだとわかりました。

取材を通して、有償ボランティアだから頼みやすいこと、また、協力する側も都合が

悪いときは断れることがうまく助け合える秘訣だとわかりました。

事 有償ボ ドバ

～登録は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

ダウンロードが可能。）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（内線１０５３）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

分野 名称 備考

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
り込みサポーター

随時募集

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

「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
協力活動

随時募集
（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

社会教育 ブックスタート協力員
随時募集
（登録制）

生涯学習 生涯学習ボランティアバンク 随時募集

各中学校区ごとに会を実施し、健康づくり活動を実践

剪定及び灌水や公園内の清掃など

障がい者を対象とした各種イベントの企画・運営

清掃、除草、草刈り及び花の植栽作業

内容

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

低木及び生け垣の植栽及び剪（せん）定

トイレ施設の清掃など

「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

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

骨粗しょう症受診者への試食提供の協力

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

プラネタリウムの企画運営、星の説明

環境

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

福祉

　　～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 動を行うために～ 　～現在募集中のボランティ

　 にいざ　まち美化パートナー 随時募集市内道路の清掃美化活動にいざ　まち美化パートナー 随時募集市内道路の清掃美化活動にいざ　まち美化パートナー 随時募集市内道路の清掃美化活動

　　～市民ボランティア活動体験レポート～

　 「各家庭の子育てのやり方を邪魔しちゃいけないし、大切にしたいと思うからたくさん聞

上さんは頼もしく見えました。また、利用会員のお子さんも村上さんになついている様

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

Tel／０４８－４８０－５７０５

No.20～新座市ファミリー・サポート・センター事業の協力会員の活動を取材しました～

ファミリー・サポート・センター事業では、保育園への送迎や子どもの預かりなど、育

児の援助をしてほしい方（利用会員）と育児の援助を提供できる方（協力会員）からな

る相互援助活動を行っています。

今回取材した協力会員の村上さんは、活動を始めて５年目になります。村上さん自

身も３人のお子さんを育てているお母さんです。

「今日はちょっと眠そうだね」と気さくに利用会員やお子さんに話しかける村上さん。

「各家庭の子育てのやり方を邪魔しちゃいけないし、大切にしたいと思うからたくさん聞

いたり、コミュニケーションを取るようにしています。」と活動するうえで大切にしている

ことを教えてくれました。

また、「子どもは、母親の気持ちが自分に向いていると感じられれば、四六時中母親

が傍にいなくても大丈夫。第三者だからこそ見えることもあります。」と教えてくれた村

上さんは頼もしく見えました。また、利用会員のお子さんも村上さんになついている様

子から信頼関係があるのだとわかりました。

取材を通して、有償ボランティアだから頼みやすいこと、また、協力する側も都合が

悪いときは断れることがうまく助け合える秘訣だとわかりました。

本事業は、会員制の有償ボランティアで、アドバイ

ザーが利用会員と協力会員をコーディネートします。

会員は随時募集中で、利用会員は説明後の登録、

協力会員は資格などは不要ですが、１０月に行われ

る講習会への参加が必要です。詳細は新座市ファミ

リー・サポート・センター（内線１４８６）までお問い合

わせください。

～登録は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

ダウンロードが可能。）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（内線１０５３）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

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
り込みサポーター

随時募集

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

「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
協力活動

随時募集
（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

社会教育 ブックスタート協力員
随時募集
（登録制）

生涯学習 生涯学習ボランティアバンク 随時募集

各中学校区ごとに会を実施し、健康づくり活動を実践

剪定及び灌水や公園内の清掃など

障がい者を対象とした各種イベントの企画・運営

清掃、除草、草刈り及び花の植栽作業

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

低木及び生け垣の植栽及び剪（せん）定

トイレ施設の清掃など

「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

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

骨粗しょう症受診者への試食提供の協力

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

プラネタリウムの企画運営、星の説明

環境

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

福祉
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