
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≫

妙音沢緑地クリ ンア プ作戦 ボランテ ア参加者を募集します
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シルバー人材センター

場所

11月  9日（月） 10時～正午 　新座市シルバー人材センター

　　　15日（日） 13時30分～15時 　栗原公民館

開催日時

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≫

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。

問い合わせ／(社)新座市シルバー人材センター（048-481-4305）へ

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 庁舎 階

～妙音沢緑地クリーンアップ作戦 ボランティア参加者を募集します～
妙音沢は、豊富な湧水（ゆうすい）とカタクリやイチリンソウなど、東京近郊では貴重な春

植物が自生する多様で複雑な生態系を形成しています。緑地内の不法投棄物を一掃すると

ともに、春植物が多く自生する緑地になるよう、皆さんもぜひ、この活動にご参加ください。

日 時／11月28日（土）、午前9時30分～11時＜雨天の場合は、11月29日（日）＞

集合場所／栄集会所（駐車場はありません）

持 ち 物 ／軍手・タオルなど

服 装 ／作業しやすい服装（長そで・長ズボン・帽子・運動靴など着用）

※定員はありません。

申 込 み／電話で、11月16日（月）までにみどりと公園課（内線1533）へ

市民清掃の日にご協力をお願いします

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１１月

シルバー人材センター

地域職業相談室

場所

11月  9日（月） 10時～正午 　新座市シルバー人材センター

　　　15日（日） 13時30分～15時 　栗原公民館

ー人材センター

開催日時

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≫

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。

問い合わせ／(社)新座市シルバー人材センター（048-481-4305）へ

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

～妙音沢緑地クリーンアップ作戦 ボランティア参加者を募集します～
妙音沢は、豊富な湧水（ゆうすい）とカタクリやイチリンソウなど、東京近郊では貴重な春

植物が自生する多様で複雑な生態系を形成しています。緑地内の不法投棄物を一掃すると

ともに、春植物が多く自生する緑地になるよう、皆さんもぜひ、この活動にご参加ください。

日 時／11月28日（土）、午前9時30分～11時＜雨天の場合は、11月29日（日）＞

集合場所／栄集会所（駐車場はありません）

持 ち 物 ／軍手・タオルなど

服 装 ／作業しやすい服装（長そで・長ズボン・帽子・運動靴など着用）

※定員はありません。

申 込 み／電話で、11月16日（月）までにみどりと公園課（内線1533）へ

～市民清掃の日にご協力をお願いします～
実 施 日 ／11月1日（日）及び22日（日）の2日間

実施町内会／

11月1日（日）＜雨天の場合は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）、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、

三丁目）、西堀、本多、野火止住宅、東北一丁

四丁目、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、東北（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
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（個人 団体）
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⑤

⑥

場所

11月  9日（月） 10時～正午 　新座市シルバー人材センター

　　　15日（日） 13時30分～15時 　栗原公民館

ー人材センター

開催日時

　　～地域で働く～

　　～トピックス～

12月  7日（月） 10時～正午 　新座市シルバ12月  7日（月） 10時～正午 　新座市シルバ

　　～ボランティア依頼・登録～

　　　　　　　　　　堀ノ内、石神、北原、新堀（一丁目、二丁目、

目

11月22日（日）＜雨天の場合は29日（日）＞：菅沢、あたご、中原、西分、野火止（一丁目、

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≫

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。

問い合わせ／(社)新座市シルバー人材センター（048-481-4305）へ

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

問い合わせ：コミュニティ推進課ボランティア・地域活動支援室（市役所第二庁舎２階）

TEL：０４８－４７７－１１１１ （内線１０５３・１０５４）

URL:http://www.city.niiza.lg.jp

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

～妙音沢緑地クリーンアップ作戦 ボランティア参加者を募集します～
妙音沢は、豊富な湧水（ゆうすい）とカタクリやイチリンソウなど、東京近郊では貴重な春

植物が自生する多様で複雑な生態系を形成しています。緑地内の不法投棄物を一掃すると

ともに、春植物が多く自生する緑地になるよう、皆さんもぜひ、この活動にご参加ください。

日 時／11月28日（土）、午前9時30分～11時＜雨天の場合は、11月29日（日）＞

集合場所／栄集会所（駐車場はありません）

持 ち 物 ／軍手・タオルなど

服 装 ／作業しやすい服装（長そで・長ズボン・帽子・運動靴など着用）

※定員はありません。

申 込 み／電話で、11月16日（月）までにみどりと公園課（内線1533）へ

～市民清掃の日にご協力をお願いします～
実 施 日 ／11月1日（日）及び22日（日）の2日間

実施町内会／

11月1日（日）＜雨天の場合は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）、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、野火止住宅、東北一丁

目

11月22日（日）＜雨天の場合は29日（日）＞：菅沢、あたご、中原、西分、野火止（一丁目、

四丁目、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、東北（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

どの清掃を行います（回収したごみは、市の分別方法で、各町内会が決めた場所に集積し、

市で収集します。）

注意事項／各家庭の可燃ごみ、粗大ごみ、自転車などは絶対に出さないよう、ご協力をお

願いします。

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）
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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・1054）までお問い合わせください。

分野 事　業　名 担 当 課 事業（活動）内容 備　　考

国際 日本語学習支援員 教育相談センター
語会話の支援 謝礼あり

防犯
新座市自主防犯パトロー
ル

市民安全課
　児童・生徒の登下校時を中心に、各々の町内会区域内で
のパトロール

通年活動

福祉 トワイライトステイ 子ども家庭応援室
　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

謝礼あり

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
　保育施設までの子どもの送迎など、仕事と育児の両
立のために必要な援助

活動終了後、利用会員が協
力会員へ報酬を支払う
登録が必要

福祉
でんでんむしの家（3歳
児グループ指導） 子ども家庭応援室

　支援が必要な児童及び親(家庭)に対して集団指導や
相談活動を通して支援を行う「でんでんむしの家」で
の家庭児童相談員の補佐など

年間を通して月3回程度活動

福祉 お父さん応援隊 子ども家庭応援室
　春まつり、市民まつりこどもひろばへの参加
　お父さんと一緒にふれあいウォーク、お父さん応援
隊写真展の開催など

―

No.22～新座市図書館ボランティア「にいざ葉っぱの杜研究会」の活動を取材しました

～

今回は、図書館や公民館で花や葉っぱを利用したしおりやランチョンマットづくりなど

の講座をボランティアで行う、「にいざ葉っぱの杜研究会」の活動を取材しました。

代表の石山さんは 現役を引退後 自宅近くの妙音沢緑地など 新座にはすてきな

～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・1054）までお問い合わせください。

分野 事　業　名 担 当 課 事業（活動）内容 備　　考

国際 日本語学習支援員 教育相談センター
語会話の支援 謝礼あり

防犯
新座市自主防犯パトロー
ル

市民安全課
　児童・生徒の登下校時を中心に、各々の町内会区域内で
のパトロール

通年活動

福祉 トワイライトステイ 子ども家庭応援室
　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

謝礼あり

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
　保育施設までの子どもの送迎など、仕事と育児の両
立のために必要な援助

活動終了後、利用会員が協
力会員へ報酬を支払う
登録が必要

福祉
でんでんむしの家（3歳
児グループ指導） 子ども家庭応援室

　支援が必要な児童及び親(家庭)に対して集団指導や
相談活動を通して支援を行う「でんでんむしの家」で
の家庭児童相談員の補佐など

年間を通して月3回程度活動

福祉 お父さん応援隊 子ども家庭応援室
　春まつり、市民まつりこどもひろばへの参加
　お父さんと一緒にふれあいウォーク、お父さん応援
隊写真展の開催など

―

福祉 星と音楽のひととき 児童センター
　プラネタリウム室でのプラネタリウム投影、星の説
明など
※ 新座市星と星座研究会ボランティア

月1回活動

福祉
地域の健康づくりを考
える会

保健センター
　中学校区毎に参加者がテーマを考え、ウオーキング
やマップ作りなどを行う健康づくり活動

1～2か月に1回活動

福祉
デイサービス介助ボラ
ンティア

福祉の里
　タオルたたみ、ゲームの参加、食事の準備、各種講
座補助、利用者への介助など

午前、午後、1日から本人の
希望する時間帯で活動

昼食あり

福祉
女性の健康づくり健診
保育ボランティア

保健センター
　女性の健康づくり健診などを受ける受診者の子供
（0歳～就学前）の保育

子育て・保育経験のある方
謝礼あり

環境
にいざ まち美化パート
ナー

環境対策課 　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回以上活動で
きる10名以上の団体等

環境
違反簡易広告物除却推
進員

環境対策課 　市内の違反簡易広告物の除去

　市内在住、在勤又は在学
する20歳以上の方
　屋外広告物法などについ
ての講習を受講された方

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 　対象施設における花の植栽や花苗・種子の手配など 適宜実施（月1回以上）

新座市グリ ンサポ 市内雑木林の下草刈り 実生育成などの維持管理活

No.22～新座市図書館ボランティア「にいざ葉っぱの杜研究会」の活動を取材しました

～

今回は、図書館や公民館で花や葉っぱを利用したしおりやランチョンマットづくりなど

の講座をボランティアで行う、「にいざ葉っぱの杜研究会」の活動を取材しました。

代表の石山さんは、現役を引退後、自宅近くの妙音沢緑地など、新座にはすてきな

葉っぱがたくさんあることに気がつきました。もっと新座の良さを伝えたいと思った石山

さんは、「新座を良くするには足元から～たかが葉っぱ、されど葉っぱ、気付けば私の

にいざ葉っぱの杜研究会が行う講座は、いつも定員を超えるほど人気があり、子ど

もからお年寄りまで幅広い方が参加しています。

講座でランチョンマットづくりなどを教える時は、必要最低限のことだけを伝え、あと

は各自の感性に任せているそうです。その理由を伺うと、「皆さん自分の感性で、私が

さん。

この経験から、みんな自然を求め、憧れを持っているのだと感じ、ついにはメンバー

で民家を改装して、押し葉などの作品を展示した「にいざ葉っぱの杜美術かん」を、１０

～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・1054）までお問い合わせください。

分野 事　業　名 担 当 課 事業（活動）内容 備　　考

国際 日本語学習支援員 教育相談センター
語会話の支援 謝礼あり

防犯
新座市自主防犯パトロー
ル

市民安全課
　児童・生徒の登下校時を中心に、各々の町内会区域内で
のパトロール

通年活動

福祉 トワイライトステイ 子ども家庭応援室
　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

謝礼あり

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
　保育施設までの子どもの送迎など、仕事と育児の両
立のために必要な援助

活動終了後、利用会員が協
力会員へ報酬を支払う
登録が必要

福祉
でんでんむしの家（3歳
児グループ指導） 子ども家庭応援室

　支援が必要な児童及び親(家庭)に対して集団指導や
相談活動を通して支援を行う「でんでんむしの家」で
の家庭児童相談員の補佐など

年間を通して月3回程度活動

福祉 お父さん応援隊 子ども家庭応援室
　春まつり、市民まつりこどもひろばへの参加
　お父さんと一緒にふれあいウォーク、お父さん応援
隊写真展の開催など

―

福祉 星と音楽のひととき 児童センター
　プラネタリウム室でのプラネタリウム投影、星の説
明など
※ 新座市星と星座研究会ボランティア

月1回活動

福祉
地域の健康づくりを考
える会

保健センター
　中学校区毎に参加者がテーマを考え、ウオーキング
やマップ作りなどを行う健康づくり活動

1～2か月に1回活動

福祉
デイサービス介助ボラ
ンティア

福祉の里
　タオルたたみ、ゲームの参加、食事の準備、各種講
座補助、利用者への介助など

午前、午後、1日から本人の
希望する時間帯で活動

昼食あり

福祉
女性の健康づくり健診
保育ボランティア

保健センター
　女性の健康づくり健診などを受ける受診者の子供
（0歳～就学前）の保育

子育て・保育経験のある方
謝礼あり

環境
にいざ まち美化パート
ナー

環境対策課 　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回以上活動で
きる10名以上の団体等

環境
違反簡易広告物除却推
進員

環境対策課 　市内の違反簡易広告物の除去

　市内在住、在勤又は在学
する20歳以上の方
　屋外広告物法などについ
ての講習を受講された方

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 　対象施設における花の植栽や花苗・種子の手配など 適宜実施（月1回以上）

環境
新座市グリーンサポー
ター

みどりと公園課
　市内雑木林の下草刈り･実生育成などの維持管理活
動、啓発・ＰＲ活動、研修など

通年月3回活動

環境 新座市緑の保全巡視員 みどりと公園課
緑地内の植生調査、カタクリ開花時期の巡視活動、下
草刈り活動など

通年活動

環境
新座市公園トイレク
リーンキーパー

みどりと公園課
　トイレ施設の清掃、施設内のごみの収集及び処分、
施設の破損や粗大ごみなどをみつけた場合の連絡など

―

環境
新座市公園低木・生け
垣刈り込みサポーター

みどりと公園課
　低木及び生け垣の植栽及び剪(せん)定、植栽部分の
清掃など

―

環境
新座市公園パートナー
「花の広場」

みどりと公園課 　清掃、除草、草刈り及び花の植栽の作業など

市内在住又は通勤、通学し
ている方並びに市内に事務
所又は事業所を有する法人
などで概ね5名以上の団体

環境
新座市小規模公園管理
サポーター

みどりと公園課
　低木及び生け垣植栽の剪定及び灌水、公園内の清
掃、剪定、清掃など

適宜実施

　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

社会
教育

保育サポーター 中央公民館
　新座市立公民館及びコミュニティセンターが主催事
業の際の保育

謝礼あり

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ボランティアセンター

Tel／０４８－４８０－５７０５

No.22～新座市図書館ボランティア「にいざ葉っぱの杜研究会」の活動を取材しました

～

今回は、図書館や公民館で花や葉っぱを利用したしおりやランチョンマットづくりなど

の講座をボランティアで行う、「にいざ葉っぱの杜研究会」の活動を取材しました。

代表の石山さんは、現役を引退後、自宅近くの妙音沢緑地など、新座にはすてきな

葉っぱがたくさんあることに気がつきました。もっと新座の良さを伝えたいと思った石山

さんは、「新座を良くするには足元から～たかが葉っぱ、されど葉っぱ、気付けば私の

にいざ葉っぱの杜研究会が行う講座は、いつも定員を超えるほど人気があり、子ど

もからお年寄りまで幅広い方が参加しています。

講座でランチョンマットづくりなどを教える時は、必要最低限のことだけを伝え、あと

は各自の感性に任せているそうです。その理由を伺うと、「皆さん自分の感性で、私が

さん。

この経験から、みんな自然を求め、憧れを持っているのだと感じ、ついにはメンバー

で民家を改装して、押し葉などの作品を展示した「にいざ葉っぱの杜美術かん」を、１０

月１１日に開館させました。

にいざ葉っぱの杜研究会は、随時メンバ

ーを募集しています。興味をお持ちの方は

、コミュニティ推進課までお問い合わせくだ

～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・1054）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 事　業　名 担 当 課 事業（活動）内容 備　　考

国際 日本語学習支援員 教育相談センター
語会話の支援 謝礼あり

防犯
新座市自主防犯パトロー
ル

市民安全課
　児童・生徒の登下校時を中心に、各々の町内会区域内で
のパトロール

通年活動

福祉 トワイライトステイ 子ども家庭応援室
　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

謝礼あり

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
　保育施設までの子どもの送迎など、仕事と育児の両
立のために必要な援助

活動終了後、利用会員が協
力会員へ報酬を支払う
登録が必要

福祉
でんでんむしの家（3歳
児グループ指導） 子ども家庭応援室

　支援が必要な児童及び親(家庭)に対して集団指導や
相談活動を通して支援を行う「でんでんむしの家」で
の家庭児童相談員の補佐など

年間を通して月3回程度活動

福祉 お父さん応援隊 子ども家庭応援室
　春まつり、市民まつりこどもひろばへの参加
　お父さんと一緒にふれあいウォーク、お父さん応援
隊写真展の開催など

―

福祉 星と音楽のひととき 児童センター
　プラネタリウム室でのプラネタリウム投影、星の説
明など
※ 新座市星と星座研究会ボランティア

月1回活動

福祉
地域の健康づくりを考
える会

保健センター
　中学校区毎に参加者がテーマを考え、ウオーキング
やマップ作りなどを行う健康づくり活動

1～2か月に1回活動

福祉
デイサービス介助ボラ
ンティア

福祉の里
　タオルたたみ、ゲームの参加、食事の準備、各種講
座補助、利用者への介助など

午前、午後、1日から本人の
希望する時間帯で活動

昼食あり

福祉
女性の健康づくり健診
保育ボランティア

保健センター
　女性の健康づくり健診などを受ける受診者の子供
（0歳～就学前）の保育

子育て・保育経験のある方
謝礼あり

環境
にいざ まち美化パート
ナー

環境対策課 　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回以上活動で
きる10名以上の団体等

環境
違反簡易広告物除却推
進員

環境対策課 　市内の違反簡易広告物の除去

　市内在住、在勤又は在学
する20歳以上の方
　屋外広告物法などについ
ての講習を受講された方

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 　対象施設における花の植栽や花苗・種子の手配など 適宜実施（月1回以上）

環境
新座市グリーンサポー
ター

みどりと公園課
　市内雑木林の下草刈り･実生育成などの維持管理活
動、啓発・ＰＲ活動、研修など

通年月3回活動

環境 新座市緑の保全巡視員 みどりと公園課
緑地内の植生調査、カタクリ開花時期の巡視活動、下
草刈り活動など

通年活動

環境
新座市公園トイレク
リーンキーパー

みどりと公園課
　トイレ施設の清掃、施設内のごみの収集及び処分、
施設の破損や粗大ごみなどをみつけた場合の連絡など

―

環境
新座市公園低木・生け
垣刈り込みサポーター

みどりと公園課
　低木及び生け垣の植栽及び剪(せん)定、植栽部分の
清掃など

―

環境
新座市公園パートナー
「花の広場」

みどりと公園課 　清掃、除草、草刈り及び花の植栽の作業など

市内在住又は通勤、通学し
ている方並びに市内に事務
所又は事業所を有する法人
などで概ね5名以上の団体

環境
新座市小規模公園管理
サポーター

みどりと公園課
　低木及び生け垣植栽の剪定及び灌水、公園内の清
掃、剪定、清掃など

適宜実施

ク
　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

社会
教育

保育サポーター 中央公民館
　新座市立公民館及びコミュニティセンターが主催事
業の際の保育

謝礼あり

　　～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

　 　来日して間もない児童生徒に対する、基本的な日本 通年活動　来日して間もない児童生徒に対する、基本的な日本 通年活動　来日して間もない児童生徒に対する、基本的な日本 通年活動　来日して間もない児童生徒に対する、基本的な日本 通年活動

　　～市民ボランティア活動体験レポート～

　 宝物～」を合言葉に、にいざ葉っぱの杜研究会を発足させました。宝物～」を合言葉に、にいざ葉っぱの杜研究会を発足させました。

想像もしないようなすばらしい作品を作られるからです。」と楽しそうに語る代表の石山想像もしないようなすばらしい作品を作られるからです。」と楽しそうに語る代表の石山
生涯
学習

生涯学習ボランティア
バンク

生涯学習課
生涯
学習

生涯学習ボランティア
バン

生涯学習課

さい。

自治振興課
スタンプ

自治振興課
スタンプ

自治振興課
スタンプ
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