
新座市では、支援を必要とする高齢者や障がい者のちょっとした困りごとを地域のボランティアさんが

お手伝いする会員制の事業を実施しています。現在、利用者（利用会員）からの依頼が増えてきており、

ボランティア（協力会員）を募集しています。みなさんのパワーをボランティア活動に生かしてみません

か？

応募資格：市内にお住まいで市民同士の支え合いに賛同し、意欲のある20歳以上の方

謝 礼：１時間600円分の地域通貨券（アトム通貨）で謝礼

活動内容：庭の草取り、窓ふき、買物支援、病院付添い等、応相談可

問 合 せ 新座市社会福祉協議会 ＴＥＬ:０４８－４８０－５７０５

～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
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お父さんの餅つき大会の開催

③その他（未定）

①１０月②11月

③未定

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

048-477-1498

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」

●問合せ・連絡先● 〒３５２ｰ８６２３ 新座市野火止１-１-１

コミュニティ推進課（新座市役所本庁舎 2階） TEL ０４８-４７７-１５８３

ボランティア・地域活動支援室 URL http://www.city.niiza.lg.jp

ボラ大募集！！

～トピックス～

～学習教室で中学生に勉強を教える～
大学生ボランティア 募集中！

埼玉県では、生活保護世帯等の中学生にマンツーマンで勉強を教えてくださる大学生ボランティアを
募集しています。
教員や福祉の仕事を目指している方やボランティアに関心がある方にとっては、現場での経験を積

み、職員や子どもたちの生の声を聞くことができる、魅力ある活動です。
お気軽にご連絡ください。

【活動内容】 中学生に対し、学習の習慣をつけ、基礎学力を育てるよう指導します。中学３年生には高
校進学に向けた入試対策を、中学１，２年生には、学校の授業の補習や定期テスト対策
を行います。

【活 動 日】 週１～３回程度
【活動時間】 平日夜間（１８時～２０時頃）または土曜午後（１５時～１７時頃）

※都合がつく日時だけの参加でも構いません。
【活動場所】 埼玉県内３０カ所程度（特別養護老人ホームなどを利用）
【問 合 せ】 アスポート学習支援担当 ボランティア担当

TEL ０４８－８３１－２６８８（浮島）
（受付時間 平日１０時～１７時）
E-mail shiennet-honbu-vo@pony.ocn.ne.jp

※ この事業は、埼玉県から委託を受けた一般社団法人彩の国
子ども・若者支援ネットワークが運営しています。

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２７年 7月 第４4号

応援するよ！

～新座市子どもの放課後居場所づくり事業～

急募！栗小ココフレンド スタッフ

新座市では、子どもたちが放課後に安全で安心して過ごせる居場所をつくる、「新座市子どもの放課
後居場所づくり事業（愛称：ココフレンド）」を実施しています。本年６月４日（木）からスタートした栗小ココ
フレンド（栗原小学校内）で活動いただけるスタッフを募集します。どうぞお気軽にお問い合わせください。

【活動内容】 各活動場所で子どもたちの学習や遊びなど、活動の見守り
【活動日時】 ・毎週月曜日～金曜日（給食のある日） 午後２時頃～午後５時（冬季は午後４時３０分まで）

・長期休業日／午前８時３０分～正午
※シフト制、週１日・特定の日のみも可

【活動場所】 新座市立栗原小学校内 スタッフルーム、図書室、体育館、校庭 等
【対 象】 20歳以上の方
【謝 礼 金】 １日２，４００円（交通費含む）
【申込方法】 生涯学習スポーツ課にあるスタッフ登録用紙に必要事項を記入の上、生涯学習スポー

ツ課に提出。
【問 合 せ】 新座市教育委員会 生涯学習スポーツ課（市役所本庁舎７階）

TEL ０４８－４２４－９６１６ (平日 午前８時３０分～午後５時１５分)
担当 富樫、藤田、天倉



～市民ボランティア活動体験レポート～

今回は、デイサービスセンターでの慰問演奏会の活動を

行なっている「二胡の会」を取材しました。

平成１４年１２月に畑中公民館で行なわれた中国二胡講

座を受講した有志で、自主サークルを立ち上げ活動がスタ

ート。現在男女１４名で活動しています。

定期的な活動としては、月に２回の練習会と、毎月デイサービスセンターへの出張公演を行なって

います。その他に年に２回、春は公民館まつり、秋は市民まつりの「器楽の祭典」に参加し、演奏を行っ

ています。

「新しい曲を覚えるのは大変だけど、覚えた後は楽しくなります。家族の介護など時間の制約がある

中で、ほとんどの会員が月２回の練習に集まります。普段の独学での練習は大変だけど、会員の人

柄、みんなと音色を合わせられたときの喜び、二胡という楽器の魅力によって楽しく続けられます」と

代表の加藤さんや会員のみなさん。

施設での公演で気をつけている点などを伺うと「みなさんの良く知っている唱歌や童謡などを演奏

し、音楽に合わせて歌を歌えるように選曲しています」とのこと。公演を取材したデイサービスセンター

では、曲に合わせてみなさん楽しそうに歌っていました。１時間の公演の最後には２曲のアンコールが

あり、とても盛況でした。

二胡という楽器は、二本の金属の弦を馬のしっぽの弓でこすって、ニシキヘビの皮を貼った木製の

胴で共鳴させて音を出しています。楽譜は、１・２・３の数字譜です。表現力が豊かで「人の声に最も近

い楽器」と言われており、とても優しい音色を奏でます。

「月１回のデイサービス出張公演は『ありがとう』、『また来てね』と、元気な歌声と笑顔いっぱいの活

動です。みなさんの前で演奏できて、しかも聴いていただいた方が懐かしくて涙を流されたり、お互い

が感動することが出来ます」とやりがいを話してくださり、みなさんの素敵な笑顔を見ることが出来まし

た。

出張公演では、心を込めて演奏されている姿が

印象に残っています。

「二胡の会」に興味をお持ちの方は、コミュニティ

推進課までお問い合せください。

「二胡の会」を取材しました！

～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。

今回は地域に住む 60歳以上の方が自主的に集まり、日頃の生活

を健全で豊かなものにしようと活動を行っている「彩愛クラブ新座」を

取材しました。

現在、市内に 40 の単位クラブがあり、約２，０００名の方が活動を

行っています。

愛称の「彩愛」には、彩の国埼玉に郷土を愛する仲間が集い、友愛

の心でお互い支え合い、彩り豊かな人間味あふれる地域づくりを目指すという思いが込められているそ

うです。

定期的な活動としては、子どもや高齢者の安心・安全ために防犯パトロールの実施や、児童遊園の

清掃・草刈り・花壇の整備、その他、介護福祉施設へ訪問し、民踊や民謡などを披露する友愛活動

を行っています。

具体的な活動内容などを事務局の方に伺うと、「見守りを必要としている会員、一人暮らしの会員

を対象に、話し相手になったり、行事へのお誘い、新聞・郵便物の受領状況や電灯などの状況確認に

よる安否確認や、買い物・外出などの生活上の手伝いを行っています。

また、市の事業である『新座元気アップ広場』や『ウォーキング教室』などにも積極的に協力をしてお

り、地域の健康づくりを目指しています。

このような活動に参加することで、地域で支え合える新しい仲間を見つけたり、健康維持ができた

り、社会活動への参加と貢献ができたりして、心の安らぎや充実感が得られます。

なお、『新座元気アップ広場』や『ウォーキング教室』は会員だけでなく一般の方も参加できますの

で、老人クラブの活動に興味を持っていただくきっかけになれば良いなと思います。

その他、会員による様々な趣味の活動も行っており、カラオケ・踊り・旅行などを通じて、たくさんの

仲間ができます。また、30 名以上の仲間が集まり、会の趣旨に合えば単位クラブとして登録が可能で

す。個人でも、お近くの単位クラブをご紹介いたします。50 歳代の方や

市外にお住まいの方も賛助会員になれますので、

お気軽にご連絡ください。」とのことでした。

「彩愛クラブ新座」に興味をお持ちの方は、

長寿支援課元気増進係までお問い合せください。

新座市市民公益活動補償制度

市民ボランティア

活動体験レポート

「彩愛クラブ新座（新座市老人クラブ連合会）」を取材しました！
さいあい 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 6 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 19 日 (日 ）

8 月 10 日（月）

8 月 23 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／新座市教育委員会生涯学習スポーツ課

０４８－４７７－１４９８（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


