
今回は、『新座市ブラジルホストタウンボランティア』を取材しました。

来年、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されるにあたり、ブラジル連邦共和国オリンピック委

員会が、立教学院新座キャンパスでの事前キャンプを検討していたことをきっかけに、新座市はブラジルのホストタ

ウンとして登録し、様々な交流をはじめました。

そして、今年４月３０日（月）～５月９日（木）にブラジルの陸上（リレー）選手団が、新座市内で世界リレー２０１９横

浜大会に向けた事前キャンプを行うことが決まり、そのサポーターとして『新座市ブラジルホストタウンボランティア』を

募集し、事前キャンプのお手伝いをしていただきました。今回の事前キャンプで初めて活動した方の中から、ポルトガ

ル語の通訳サポートをしていただいた高嶋尚生さんにインタビューをしました！

Ｑ１ 『新座市ブラジルホストタウンボランティア』を知ったきっかけは何ですか？

Ａ オリンピック・パラリンピック関連のボランティア活動をしている友人からの紹介です。

Ｑ２ 『新座市ブラジルホストタウンボランティア』に参加した理由は何ですか？

Ａ 私は、平成３０年５月までブラジルに駐在していました（通算では２１年駐在）。また、２０１６年に開

催されたリオオリンピック・パラリンピックを現地で観戦した経験を活かし、ポルトガル語での通訳ボラ

ンティアをしたいと思い、参加しました。

Ｑ３ 今回の活動では、どのような活動をしましたか？

Ａ ５月１日は、新座市内の小中学生とブラジル選手団（陸上競技 リレー選手）との交流会で通訳をし

ました。５月７日は、新座市総合運動公園陸上競技場で行われたブラジル選手団のトレーニングに

立会い、適宜通訳サポートをしました。

Ｑ４ 活動した感想をお聞かせください。

Ａ ブラジルのトップアスリートも子供たちも交流会では大変楽しそうにしていたので、通訳としてコミュ

ニケーションのアシストが出来て良かったです。

Ｑ５ 今後の活動への意気込みをお願いします。

Ａ 引き続き、選手のアテンドや交流会イベントなどで

通訳ボランティアとして積極的に関わっていきたいです。

インタビューに応じてくださった高嶋さんは穏やかな表情

で、楽しそうにお話をされていました。今回の活動は高嶋

さんの他に活動されていた方も含め、とても有意義なもの

だったのだろうと感じます。

新座市は、ホストタウン事業に力を入れており、異文化

交流やブラジル文化講座等をはじめ、様々な事業を展開

しています。

『新座市ブラジルホストタウンボランティア』は現在も募集していますので、興味をお持ちの方は、新座市オリンピッ

ク・パラリンピック推進室（０４８－４２４－４６８７）へ御連絡下さい。
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市民ボランティア活動 取材レポート

今回の事前キャンプでボランティア活動をされた、高嶋さんにインタビュー！！

高嶋さんの通訳の様子

子どもたちと選手の交流



～ ボランティアや制度のご紹介 ～

新座市役所本庁舎３階にある「新座市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）

新座市ふるさとハローワーク

新座市社会福祉協議会では、「ボランティアをしてみたいけれど、どんな活動があるか分から

ない」「体験からはじめてみたい」そんな気持ちをお持ちの方向けに、『彩の国ボランティア体

験プログラム』を行っています。

ぜひ、ボランティア体験からはじめてみませんか？お気軽にお問い合わせください。

～ 地域で働く ～

彩の国ボランティア体験プログラムのお知らせ

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。

【対 象】

市内在住の６０歳以上の方

【問合せ】

（公社）新座市シルバー人材センターへ

TEL ０４８－４８１－４３０５

新座市シルバー人材センター

《入会説明会》 開催日時 場 所

8/5(月） 10/20(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）

8/18(日） 11/5(月）

9/9(月） 11/17(日）

9/15(日） 12/9(月）

10/7(月） 1/19(日）

子どもから大人まで、

だれでも体験できます♪

☆ ボランティア体験メニュー ☆
① 児童関係施設でのボランティア（保育園・児童センター・放課後児童保育室など）

② 高齢者施設でのボランティア（デイサービス・老人ホームなど）

③ 障がい者関係施設でのボランティア（福祉の里など）

④ 社会福祉協議会でのボランティア（切手整理など）

☆ 参加条件 ☆
原則として３日以上活動ができる方

ボランティア保険（３５０円）に加入できる方

行き帰りの交通費を負担できる方

お
じ
い
ち
ゃ
ん
、

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
も

一
緒
に
♫

親
子
で
一
緒
に
♬

☆ 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

← ホームページに、詳しい内容が

載っています



～登録は新座市役所地域活動推進課で～

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】

地域活動推進課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/site/volanteer/koekihosho.html)からもダウンロードできます。）

詳しくは、地域活動推進課 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

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。

※利用に関しては基本的には無料ですが、教材費・

実費等をご負担いただく場合もあります。

【問合せ】 生涯学習スポーツ課

ＴＥＬ ０４８-４７７-１４９８（直通）

生涯学習ボランティアバンク

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

⑥・⑦

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。

社会福祉協議会のボランティアコーナーでは、「ボランティア募集掲示板」を設けており、市民の皆さま

に自由に情報を閲覧できる場として活用いただいています。市内の事業所、団体様におきまして、募集情

報がありましたら情報提供にご協力ください。A４サイズ程度で形式、書式は自由ですが、施設名・活動内

容・持ち物等がわかるようにしてください。メール、FAX 等でお送りください。

【問合せ】 新座市社会福祉協議会 ＴＥＬ ０４８-４８０-５７０５

ボランティアセンター ＦＡＸ ０４８-４８１-３４８８

新座市社会福祉協議会 ボランティアセンター



～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
地域活動推進課

048-477-1583

日本語国際センター研修生のホームステイ

受け入れ（原則として1泊2日）

適宜実施

各家庭

福祉 まちぐるみこども応援団
新座市児童センター

048-479-8822

子どもの健全育成に関わるボランティア（児

童センター等でのイベントの企画・実施や手伝

い、子ども・保護者とのかかわり、館内整備、

おもちゃの手入れ、その他）

随時

児童センター・福祉の

里児童センター他

健康
新座市食生活改善

推進員協議会

保健センター

048-481-2211

「私達の健康は私達の手で」をモットーに、

料理講座を行う

通年随時

保健センター、野火止公

民館等

環境 新座市グリーンサポーター
みどりと公園課

048-477-2987

市内の雑木林の維持管理（草刈り・サポータ

ーの育成）やそれに付随した活動。その他目的

達成に必要な啓発活動等。

月３～４回

総合運動公園他

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

048-477-2987
公園内のトイレ施設の清掃やごみの収集等。

通年

市内公園トイレ

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

活動を行う

通年

市内各地

生涯学習 新座ＳＬ同好会
生涯学習スポーツ課

048-424-5362

ミニＳＬの運行や整備等（お祭り等のイベン

トに参加して子供達を乗せて運行）

毎月第３日曜日

西分集会所裏

生涯学習 赤いりんご朗読会
中央図書館

048-481-1115

西堀・新堀コミュニティセンターでの『おは

なし会』の開催

西堀・新堀コミュニティ

センター

第1火曜日

生涯学習 たんぽぽの会
中央図書館

048-481-1115

新座団地図書室での『おはなし会』の開催（読

み聞かせ）

新座団地図書室

第1・第3水曜日／午後3時

生涯学習 絵本の会「四季」
中央図書館

048-481-1115

野火止公民館、畑中公民館での「おはなしの

会」の開催（絵本の読み聞かせやおはなし等）

野火止公民館（ふるさと新

座館）（毎月）

畑中公民館（年２回程度）

福祉 学習支援ボランティア
教育支援課

048-477-7142

学習プリント印刷ボランティア等の学校生

活全般のサポート

通年

市内小・中学校

教育
給食、清掃指導及び

補助ボランティア

教育支援課

048-477-7142
1年生の生活指導の補佐（給食、清掃補助等）

通年

市内小・中学校

教育 環境美化ボランティア
教育支援課

048-477-7142
校内の花壇の水やりや手入れ等

通年

市内小・中学校

福祉
清掃活動（校地内外）

ボランティア

教育支援課

048-477-7142
校内外の清掃、除草、花植え等

通年

市内小学校

福祉 学校行事支援ボランティア
教育支援課

048-477-7142
持久走大会や運動会の支援等

通年

市内小・中学校

国際 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

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】
地域活動推進課（新座市役所本庁舎３階） 〒352-8623 新座市野火止1-1-1
TEL 048-477-1583（直通） URL http://www.city.niiza.lg.jp


