
～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

生涯学習 新座ＳＬ同好会
生涯学習スポーツ課

048-477-1498

ミニＳＬの運行・整備

春まつりを始め各種イベントへの参加

毎月第３日曜日

西分集会所裏

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

通年

市内小・中学校

防犯
新座市

自主防犯パトロール

交通防犯課

048-477-2484

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

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
みどり学園

048-478-6957

保育活動の補助

（保育用品の準備・片付け等）

通年

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

048-424-8277

子どもの保育施設への送迎と預かり及び帰

宅後の預かり、子どもの習い事等の援助、保護

者の病気及び出産に伴う援助、産後育児サポー

ト（沐浴、授乳など）、リフレッシュなど

適宜実施

協力家庭宅

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

児童センターで子どもたちと遊んだり、赤ち

ゃんの見守り、庭木の手入れや清掃、ドレスの

修繕など

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
公園トイレ

クリーンキーパー

みどりと公園課

048-477-2950

①トイレ施設の清掃

②トイレ施設内のごみの収集及び処分

③トイレ施設の破損及び故障並びに粗大ごみ

等を見付けた場合の連絡

通年

栗原公園・柳瀬川河川敷

広場

環境
にいざ

まち美化パートナー

環境対策課

048-424-2621
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
違反簡易広告物除去

推進員

環境対策課

048-424-2621

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

通年

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

通年

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

通年

小学校、中学校、適応指

導教室「ふれあいルーム」

新座市社会福祉協議会では、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円分のアトム通貨券（地域通貨）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

【 問合せ・連絡先 】
コミュニティ推進課（新座市役所本庁舎２階） 〒352-8623 新座市野火止1-1-1
ボランティア・地域活動支援室 TEL 048-477-1583（直通） URL http://www.city.niiza.lg.jp

今回は図書館朗読ボランティア・グループ「こだま」

を取材しました。「こだま」は、毎月第１・第３木曜日の

午後、中央図書館で朗読の勉強会を行っているほか、

「図書館だより」の新着図書案内の録音、高齢者福祉

施設での朗読、視覚障がい者への音訳や対面朗読、

秋の読書週間フェスティバル「大人のためのおはなし

会」への参加などの活動を行っています。現在、活動

歴が27年になる方から２年目の方まで、女性６名が

活動しています。

当初、月１回だった高齢者施設への訪問は、月２回となり、時間も30分から１時間に増えました。朗読を聴く

だけでは疲れてしまうだろうと、早口言葉や季節の歌など、一緒に参加し、発声できる時間を設けているそうで

す。

月２回の勉強会では、それぞれが、朗読に適した内容や長さの本を選んで持ち寄り、読み合わせをします。

「他の方の朗読を聴くことは、とても勉強になります。」とメンバーの方。高齢者施設への訪問は、これまで２１０回

を越えるそうですが、朗読する本は、毎回、違うものを選んでいるとのこと。大変ではないですかと伺ったところ、

「大変というよりも、本が好きですし、聴いてくださった方からまた来てね、と言われることもあって、元気をもらっ

ています。心が通い合うのは嬉しいです。」、「ボランティアをしているというよりも、場所を与えていただいてい

る、読ませていただいているという気持ちで活動しています。」と話してくださいました。

年４回行っている講習会では、講師の厳しい指導と宿題の数に、くじけそうになることも多いそうです。特に、音

訳は文字だけでなく、図表などの情報を音声化して伝える作業が難しいそうです。「メンバーと一緒に励まし合

い、続けて来られました。」と笑顔で話される皆さん。その笑顔からは、厳しい講習をともに乗り越えてきたという

一体感と達成感が伝わってきました。

発足は30年程前、朗読講習会の修了生有志が、障がい者へ

の対面朗読や音訳のボランティアとして活動を始めたことに遡る

そうです。「『こだま』のように響き合える活動にしたいと思っていま

す。」と話されているのが、印象に残りました。

「こだま」は随時メンバーを募集しています。初級朗読講座修

了程度の資格が必要となりますが、興味をお持ちの方は、中央図

☎書館（ ０４８-４８１-１１１５）までお問い合せください。

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２９年７月 第５６号

図書館朗読ボランティア・グループ 『こだま』 を取材しました！

市民ボランティア 活動体験レポート



【日 時】 平成２９年７月２７日（木）、午後１時３０分～午後３時３０分
【場 所】 中央公民館
【対象・定員】 主に池田・片山・野寺・道場在住の方・３０名
【申込み及び問合せ】 窓口又は電話で。東部第一高齢者相談センター TEL ０４８-４８0-５８５３

東京 2020 オリンピック・パラリンピックをはじめとする国際スポーツ大会を契機として増加する外国人
観光客のために、街中で外国人の案内を行うボランティアを育成します。
【日程・会場・定員】
① 朝霞市産業文化センター〈朝霞市会場〉 ９月３日（日）、９月２４日（日） １００名
② さいたま市民会館うらわ〈さいたま市会場〉 ９月１０日（日）、９月１７日（日） １００名
③ ソニックシティビル〈さいたま市会場〉 ９月２７日（水）、１０月２日（月） ２００名
どの会場も午前１０時～午後４時、応募多数の場合は抽選

【対 象】
埼玉県内に在住、在勤、在学の方／１６歳（高校生）以上の方（言語力は問いません）／研修（２日

間）に参加できる方
【費 用】
無料（研修会場までの交通費は各自負担）

【申込み及び問合せ】
①は８月１日（火）、②は８月７日（月）、③は８月２１日（水）、それぞれ午後５時までにホームページ

から又は FAX で（詳細はホームページをご覧ください）
埼玉県国際交流協会 TEL：048-833-2992

【日 時】 平成２９年８月１９日（土）、午前１０時～午後０時３０分
【場 所】 市民会館
【内 容】 障がい者の方の話、車いす・アイマスクなどの体験
【対象・定員】 小学生（保護者と一緒に参加できる方）・１０組（申込順）
【申込み及び問合せ】 新座市社会福祉協議会ボランティアセンター TEL ０４８-４８0-５７０５

～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公益的な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 TEL０４８-４７７-１５８３（直通）までお問

い合わせください。

市民公益活動補償制度

～ Information ～～ Information ～

【対 象】 市内在住の６０歳以上の方

【定 員】 各２０名程度

【問合せ】

公益社団法人

新座市シルバー人材センターへ

TEL 048-481-4305

《入会説明会》 開催日時 場 所

７月１６日(日）
午前１０時

～正午

（途中入場は

不可）

新座市シルバー

人材センター

（堀ノ内 3－4－11）

８月 ７日(月）

８月２０日(日）

９月 ４日(月）

９月１７日(日）

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。

新座市役所第二庁舎１階にある「新座ふるさとハローワーク」では、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（平成２９年８月１日（火）からは午前１０時～午後５時）

【問 合 せ】 新座市ふるさとハローワーク ＴＥＬ ０４８-４７７-１８５９（直通）

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頂いています。

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。

【問合せ】 生涯学習スポーツ課

ＴＥＬ ０４８-４７７-１４９８（直通）

新座市社会福祉協議会のボランティアセンターでは、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。

社会福祉協議会のロビーにあるボランティアコーナーには、ボランティアの活動情報や関連情報が用意

されています。ちょっと空いた時間があるときに気軽に立ち寄ってボランティアができる”ちょこボラ”メニュ

ー（使用済み切手の整理、雑巾作り、福祉用具の手入れ、ペーパーフラワー作りなどの簡単な作業）もあ

ります。 【問合せ】 新座市社会福祉協議会ボランティアセンター ＴＥＬ ０４８-４８０-５７０５

①依頼 ②打診 ③返答 ④紹介 ⑤直接交渉

⑥交渉結果報告 ⑦利用報告

生涯学習ボランティアバンク

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

新座市ふるさとハローワーク

⑥・⑦


