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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
　来日して間もない児童生徒に対する、基本的な日本
語会話の支援

通年活動
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

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 真

―

～市民カメラマンを募集します～ 市内の行事や催しを撮影してみませんか

広報にいざや市のホームページなどに掲載する写真をボランティアで撮影いただく、市

民カメラマンを募集します。

対 象／20歳以上の市民の方で撮影に必要な機材などを用意できる方

定 員／10名・多数の場合選考

活動内容／デジタルカメラを使用して、市内で行われる各種行事・催し（主に土曜・日曜日）

及び市が依頼する写真を撮影していただきます（業務終了後にデータ及び活動報告書を提

出）。

※市民カメラマンが活動中に撮影した写真の著作権は市に帰属します。

謝 礼／5,000円（年間）

※撮影に必要な消耗品などは、各自で用意してください。また、移動の際の費用などは謝礼
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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～

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
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

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

通年月3回活動

～市民カメラマンを募集します～ 市内の行事や催しを撮影してみませんか

広報にいざや市のホームページなどに掲載する写真をボランティアで撮影いただく、市

民カメラマンを募集します。

任 期／4月上旬～来年3月31日

対 象／20歳以上の市民の方で撮影に必要な機材などを用意できる方

定 員／10名・多数の場合選考

活動内容／デジタルカメラを使用して、市内で行われる各種行事・催し（主に土曜・日曜日）

及び市が依頼する写真を撮影していただきます（業務終了後にデータ及び活動報告書を提

出）。

※市民カメラマンが活動中に撮影した写真の著作権は市に帰属します。

謝 礼／5,000円（年間）

※撮影に必要な消耗品などは、各自で用意してください。また、移動の際の費用などは謝礼

に含むものとします。

応募方法／直接又は郵送（〒352-8623新座市野火止１－１－１）で、作例写真（写真の裏に

撮影データとコメントを記入）及び撮影歴（書式は自由）を添えて、1月14日（木）から2月10日

（水）までにコミュニティ推進課（内線1055）へ提出してください。また、市ホームページの「電

～南西部地域ＮＰＯ連絡会イベントを開催します～
つながるつながり 新しい地域力の創出～ＮＰＯの役割、市民の役割、行政の役割～

日 時／2月6日（土）午前10時～午後3時30分

場 所／朝霞市産業文化センター

内 容／パネルディスカッション、日本の宇宙開発に関する講演とモデルロケット打ち上げ

体験、手づくりおもちゃ教室、ジモトのおやつ試食・販売、駄菓子販売、ＮＰＯ活動展示など
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通年活動
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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
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みどりと公園課
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―
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市内在住
ている方
所又は事業所を有する法人
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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

生涯 生涯学習ボランティア 　登録している個々の登録内容で市民からの依頼に応
随時活動

教育
保育サポーター 中央公民館

業の際の保育
謝礼あり

　　～現在募集中のボランティア情報～

　　～トピックス～
して月3回程度活動して月3回程度活動して月3回程度活動

任 期／4月上旬～来年3月31日

2か月に1回活動

後、1日から本人の

2か月に1回活動

後、1日から本人の

　　　　　　　　　　子申請・届出サービス」からの応募も可能です。
又は通勤、通学し
並びに市内に事務

学習 バンク
生涯学習課

じて活動
社会 　新座市立公民館及びコミュニティセンターが主催事

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

～市民カメラマンを募集します～ 市内の行事や催しを撮影してみませんか

広報にいざや市のホームページなどに掲載する写真をボランティアで撮影いただく、市

民カメラマンを募集します。

任 期／4月上旬～来年3月31日

対 象／20歳以上の市民の方で撮影に必要な機材などを用意できる方

定 員／10名・多数の場合選考

活動内容／デジタルカメラを使用して、市内で行われる各種行事・催し（主に土曜・日曜日）

及び市が依頼する写真を撮影していただきます（業務終了後にデータ及び活動報告書を提

出）。

※市民カメラマンが活動中に撮影した写真の著作権は市に帰属します。

謝 礼／5,000円（年間）

※撮影に必要な消耗品などは、各自で用意してください。また、移動の際の費用などは謝礼
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応募方法／直接又は郵送（〒352-8623新座市野火止１－１－１）で、作例写真（写真の裏に

撮影データとコメントを記入）及び撮影歴（書式は自由）を添えて、1月14日（木）から2月10日

（水）までにコミュニティ推進課（内線1055）へ提出してください。また、市ホームページの「電
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～南西部地域ＮＰＯ連絡会イベントを開催します～
つながるつながり 新しい地域力の創出～ＮＰＯの役割、市民の役割、行政の役割～
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内 容／パネルディスカッション、日本の宇宙開発に関する講演とモデルロケット打ち上げ

体験、手づくりおもちゃ教室、ジモトのおやつ試食・販売、駄菓子販売、ＮＰＯ活動展示など

費 用／無料

託 児／要予約、未就学児、定員10名

問い合わせ ／埼玉県南西部地域振興センター（048－451－1110）

～ボランティア・市民活動情報パンフレットラックをご活用ください～
コミュニティ推進課横にボランティア活動団体の活動紹介チラシなどが設置できるパンフ

レットラックがございますので、ぜひご活用ください。
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　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

生涯
学習

生涯学習ボランティア
バンク

生涯学習課
　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



民活

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≫

～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。

シルバー人材センター

場所

1月17日（日） 午後1時30分～3時 　栗原公民館

2月 7日（日） 午後1時30分～3時 　大和田公民館

　　 8日（月） 午前10時～正午 　新座市シルバー人材センター

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≫

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

No.23～朗読グループ「花だいこん」の活動を取材しました～

花だいこんは、現在17名で活動しており、平成19年に結成30周年を迎えました。

花だいこんは、視覚障がい者の方々のために、主に広報にいざや、依頼のあった本などを

音訳し、テープに録音をしていく活動をしています。このほかに、勉強会や埼玉県朗読ボラン

テ アネ トワ ク の参加 テ プ利用者との交流会などを通して どうしたら聞き取りやすく

～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。

シルバー人材センター

地域職業相談室

場所

1月17日（日） 午後1時30分～3時 　栗原公民館

2月 7日（日） 午後1時30分～3時 　大和田公民館

　　 8日（月） 午前10時～正午 　新座市シルバー人材センター

午後1時～2時30分 　栄公民館

　　21日（日） 午後1時30分～3時 　東北コミュニティセンター

　　28日（日） 午後1時30分～3時 　中央公民館

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≫

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

No.23～朗読グループ「花だいこん」の活動を取材しました～

花だいこんは、現在17名で活動しており、平成19年に結成30周年を迎えました。

花だいこんは、視覚障がい者の方々のために、主に広報にいざや、依頼のあった本などを

音訳し、テープに録音をしていく活動をしています。このほかに、勉強会や埼玉県朗読ボラン

ティアネットワークへの参加、テープ利用者との交流会などを通して、どうしたら聞き取りやすく

読めるか、といった課題を考える機会を設けたり、機械の使い方の勉強をするなど、常

し続けている、熱心なグループです。

音訳する人、録音する人、確認する人など、チームワークが必要なボランティア活

いに支え合い、高め合いな

テープ利用者との交流会では、「利用者の方がテープの声を覚えていてくださり、手を握りな

がら、『市の情報がわかってうれしい。』と言って喜んでもらえることが、私たち自身もうれしく、

やりがいでもあります。」と笑顔で答えてくださったメンバーの地口さん、長沼さん、代表の成田

さん。

が大きく、頭出しもしやすいＣＤ

に録音する「ＤＡＩＳＹ(デイジー)図書」にも取り組んでいます。

「市役所や図書館、社会福祉協議会に市広報などを音訳したテープを置いていますが、もっ

とテープやＣＤの利用者が増えてくれるとうれしい 私たちも よりわかりやすく 聞きとりやすく

～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。

シルバー人材センター

地域職業相談室

バンク

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

場所

1月17日（日） 午後1時30分～3時 　栗原公民館

2月 7日（日） 午後1時30分～3時 　大和田公民館

　　 8日（月） 午前10時～正午 　新座市シルバー人材センター

午後1時～2時30分 　栄公民館

　　21日（日） 午後1時30分～3時 　東北コミュニティセンター

　　28日（日） 午後1時30分～3時 　中央公民館

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≫

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

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.23～朗読グループ「花だいこん」の活動を取材しました～

花だいこんは、現在17名で活動しており、平成19年に結成30周年を迎えました。

花だいこんは、視覚障がい者の方々のために、主に広報にいざや、依頼のあった本などを

音訳し、テープに録音をしていく活動をしています。このほかに、勉強会や埼玉県朗読ボラン

ティアネットワークへの参加、テープ利用者との交流会などを通して、どうしたら聞き取りやすく

読めるか、といった課題を考える機会を設けたり、機械の使い方の勉強をするなど、常

し続けている、熱心なグループです。

音訳する人、録音する人、確認する人など、チームワークが必要なボランティア活

いに支え合い、高め合いな

テープ利用者との交流会では、「利用者の方がテープの声を覚えていてくださり、手を握りな

がら、『市の情報がわかってうれしい。』と言って喜んでもらえることが、私たち自身もうれしく、

やりがいでもあります。」と笑顔で答えてくださったメンバーの地口さん、長沼さん、代表の成田

さん。

が大きく、頭出しもしやすいＣＤ

に録音する「ＤＡＩＳＹ(デイジー)図書」にも取り組んでいます。

「市役所や図書館、社会福祉協議会に市広報などを音訳したテープを置いていますが、もっ

とテープやＣＤの利用者が増えてくれるとうれしい。私たちも、よりわかりやすく、聞きとりやすく

伝えていきたい。」と今後の意気込みを語ってくださった成田さん。

花だいこんは、知識・経験を問わず、随時メンバーを募集してい

ます。特に機械に強い方の加入をお待ちしております。興味をお

持ちの方は、ボランティア・地域活動支援室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・1054）までお問い合わせください。

シルバー人材センター

地域職業相談室

バンク

社会福祉協議会ボランティアセンター

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

場所

1月17日（日） 午後1時30分～3時 　栗原公民館

2月 7日（日） 午後1時30分～3時 　大和田公民館

　　 8日（月） 午前10時～正午 　新座市シルバー人材センター

午後1時～2時30分 　栄公民館

　　21日（日） 午後1時30分～3時 　東北コミュニティセンター

　　28日（日） 午後1時30分～3時 　中央公民館

開催日時

　　～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 　　～地域で働く～動を行うために～

　

　  14日（日）　  14日（日）　  14日（日）

　　～市民ボランティア活動体験レポート～

新座市地域職業相談室では、若新座市地域職業相談室では、若新座市地域職業相談室では、若

　　～ボランティア依頼・登録～に精進に精進

動ですが、 生涯学習ボランティア動ですが、 生涯学習ボランティア

　 和やかで家庭的な雰囲気、そしてメンバーが一生懸命だから、互

がら、活動を続けられると皆さんおっしゃっていました。

和やかで家庭的な雰囲気、そしてメンバーが一生懸命だから、互

がら、活動を続けられると皆さんおっしゃっていました。

今までは、テープに録音していましたが、最近は、録音容量今までは、テープに録音していましたが、最近は、録音容量
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