
本庄市　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2018/03/17　現在

ボランティア募集・団体情報
WEB版

ボランティア名・団体名 活動場所 活動内容 備考No 活動日

本庄市

埼玉県北明るい社会づくりの会 特定しない アフリカへ毛布をおくる運動、家庭
教育講演会等

1 特定しない 本庄市 6108

本庄市こだまの会 はにぽんプラザ 視覚障害を持った方々への理解
と地域社会福祉に奉仕することを
目的とし、本庄市から委託された
「広報ほんじょう」や「お知らせ版」
「市議会だより」「ハート＆ハート」
等を声の広報にして、録音テープ
やCDに作製して視覚障害を持っ
た方々に送付している。

2 毎月第2金曜日午前
10:00～12:00

本庄市 6101

高齢者に対する活動

あかりの会 定例会　児玉会館 福祉施設でのボランティア3 毎月第４火曜日　午
後１時３０分～

本庄市 6131

アップル会 高齢者施設や病院等に写真撮影
用の衣装貸し出し

4 土日 本庄市 6138

ヴォーカル虹の会 施設への歌の訪問活動5 随時 本庄市 6124

さくら琴会・五月会 本庄東公民館 大正琴の演奏で施設訪問活動6 五月会　毎週月曜日
午前　さくら琴会　毎
週木曜日午後

本庄市 6151

セカンドライフを楽しむ会 まちの背守り保育じぃ
じとばぁばの宝物

誰でも気軽に集まる場として「ほっ
とサロンいこい」の開催

7 毎週木曜日　 本庄市 6160

そばの花 北泉公民館 北泉公民館でそば打ちの研修を
行っている。施設へ出向き、そば
を打ち、打ったそばをその場で食
べてもらう。

8 月２回（第２・４月曜
日、午前中）

本庄市 6169

2018/03/17 ボランティアの募集と、地域で活動される団体の情報を掲載しています。
問合せは、公益財団法人いきいき埼玉０４８－７２８－７１１６　までお願いします。
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ボランティア名・団体名 活動場所 活動内容 備考No 活動日

ななの会 デイサービスでのお手伝いや話し
相手、友愛通信協力、移動支援、
施設で書道指導

9 本庄市 6130

ニューウインドハーモニー はにぽんプラザ ・年２回美里学園にてのミニコン
サート・グループホーム訪問

10 毎月第2・4木曜日　午
後19:00～21:00

本庄市 6167

みのり絵手紙クラブ 南公民館 友愛通信用の絵手紙提供11 毎月第１、３水曜日　
午後１時３０分～３時
３０分

本庄市 6117

歌好き友の会 はにぽんプラザ音楽室
A・B

歌謡で施設訪問活動12 毎月第１．２．３水曜
日　A班午前１０時～
正午　B班午後２時～
４時

本庄市 6149

介護サポーターズクラブ本庄 ・介護悩み　市社会福
祉協議会相談室　・介
護者サロン、遊びで脳
トレ　アスピアこだま、
ポノポノ

本庄市主催の「オレンジカフェ」、
「介護の悩み相談」、介護全般の
情報提供・介護者サロン・高齢者
サロン・市民講座開催、遊びで脳
を活性化シナプソロジーの出前講
座と普及員養成講座開催

13 ・介護の悩み　毎月
２，４金曜日午後１時
～４時　・介護者サロ
ン　第１、３土曜日　・
遊びで脳トレ　第１土
曜日第３水曜日　午
後１時３０分～３時３０

本庄市 6114

傾聴ボランティア　ひびき 高齢者入所施設 高齢者入所施設での傾聴活動、
個人宅訪問による傾聴活動

14 高齢者入所施設
　　　　定例会　毎月
第２木曜日　午前１０
時～　はにぽんプラ

本庄市 6172

在宅福祉勉強会 はにぽんプラザ ひとり暮らしのお年寄りへ友愛通
信、地域の食事会への協力

15 月１回 本庄市 6110

四季の里　サロンうたごえ喫茶 四季の里自治会館 うたごえ喫茶の実施、施設訪問16 毎月第４水曜日 本庄市 6159

秋山八木節保存会 秋山会館 八木節をイベント、老人ホームで
披露

17 毎週土曜日　午後７
時３０分～

本庄市 6158

松島流扇勝会 稽古場 社会福祉施設等の慰問活動・年１
回の発表会・各種イベントの参加

18 毎週月～土曜日 本庄市 6166

植木の森仲良し会 清香園地内 高齢者のふれあいの場の提供19 週３回 本庄市 6162

2018/03/17 ボランティアの募集と、地域で活動される団体の情報を掲載しています。
問合せは、公益財団法人いきいき埼玉０４８－７２８－７１１６　までお願いします。

2/9 P



ボランティア名・団体名 活動場所 活動内容 備考No 活動日

鶴穂会 毎週火曜日午後７時
３０分～９時３０分　毎
週金曜日午後１時３０
分～３時３０分

新舞踊披露で施設訪問活動20 児玉公民館 本庄市 6165

土笛紫音とアルフハート児玉　 オカリナと二胡の演奏で、施設訪
問活動やイベントへの参加

21 本庄市 6150

配食ボランティアこだま 配食サービスの配達22 本庄市 6129

本庄玉すだれ会 はにぽんぷらざ 南京玉すだれの披露。各イベント・
施設訪問活動。伝統継承。

23 毎月第4月曜日　午前
9:30～11:30　毎月第
１．２水曜日　午前９：
３０～１１：３０

本庄市 6143

障がい者（児）に対する活動　

Evergreen（エヴァーグリーン）
「障がい児・者家族の会」

障がい児・者を持つ家族のための
話し合い、おもちゃ図書館（障がい
児の遊び場）、みんなであそぼう、
講演会、

24 本庄市 6139

アドナイ・イルエ青い鳥 市役所市民ホール
（月、火、金）　なかよし
サロンななつぼし、碧
翠庵　　　　

被災地支援、ノーマライゼーション
を進める会、障がい児（者）就労支
援

25 本庄市 6135

はぁとページ はぁとページ事務局 広報活動、障がい者の就労支援、
資源回収

26 不定期 本庄市 6122

ひだまり家族の会 ＮＰＯ法人ひだまり、ひだまり作業
所を中心とした障がい児（者）と家
族への支援、協力、就労活動

27 本庄市 6147

ひまわり親の会 本庄市民文化会館 ひ
まわり福祉会の施設

ひまわり各施設への支援等、会員
相互の親睦、研修、地域啓発事
業。

28 各施設ごと月１回また
は隔月

本庄市 6113

ほきの六点会 社協ボランティア室、
　　

視覚障害者の方へ点字情報の提
供を行う。塙保己一顕彰会報紙、
本庄市くらしのガイド等の点字・点
訳。

29 随時　月３回 本庄市 6148

2018/03/17 ボランティアの募集と、地域で活動される団体の情報を掲載しています。
問合せは、公益財団法人いきいき埼玉０４８－７２８－７１１６　までお願いします。
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ボランティア名・団体名 活動場所 活動内容 備考No 活動日

ロービジョンフットサル日本代表
を応援する会本庄支部

ティー・エス・スポーツ
センター

障害者スポーツを応援する会30 不定期 本庄市 755

本庄ボッチャの会 本庄東公民館 障害者（特に車いす利用者）を対
象とするが、子どもから高齢者ま
で誰でも楽しめるユニバーサルス
ポーツであるボッチャを行う。 訪
問デモンストレーションや講習指
導。

31 定例会各月第3土曜
日　13：30～15：30

本庄市 6156

本庄市児玉郡広域手話通訳　問
題研究会

はにぽんプラザ 聴覚障害者問題の啓発、総合学
習や手話講習会協力

32 毎週木曜日　午後２
時～４時　不定期金
曜日午後７時３０分～
９時

本庄市 6116

本庄市児玉郡広域聴覚障害者
福祉協会

はにぽんプラザ 各市町（本庄市・上里町・美里町・
神川町）の行事イベントに本庄市
児玉郡広域手話研究会のみなさ
んと参加しています。学校の手話
教室や各市町主催手話講習会で
講師を務めます。地域福祉の向
上を目指して各市町長との面会や
懇談会に参加します。

33 毎週木曜日　午後１
時３０分～３時３０分

本庄市 6145

本庄手話サークル「コスモス」
「ゆうあい」

はにぽんプラザ 手話の勉強、ろう者との交流34 コスモス　毎週木曜日
午前１０時から正午　
ゆうあい　毎週金曜日
午後７時３０分から９
時

本庄市 6109

本庄点訳友の会 はにぽんプラザ、勤労
青少年ホーム

点訳活動（広報・カレンダー・選挙
立候補者名簿・老人大学資料・そ
の他）、点字教室の指導、点字講
座の指導

35 毎月第2・4水曜日　午
前10:00～12:00

本庄市 6102

子育てをする親とその子どもを支援する活動

ＮＰＯ法人本庄子育てネット いずみ保育所（日の出
児童センター他）、はに
ぽんプラザ

子育てサロン、情報紙発行、子育
てフェスティバル開催等

36 毎週火曜日　午前
10:30～12:00、第2木
曜日　午後7:00～
10:00

本庄市 6123

2018/03/17 ボランティアの募集と、地域で活動される団体の情報を掲載しています。
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ボランティア名・団体名 活動場所 活動内容 備考No 活動日

アスタリスク 県北部 少年サッカー大会主催、幼稚園等
にサッカー用具寄付、社会貢献活
動

37 本庄市 6164

おはなしの小径 読み聞かせ、絵本の勉強会38 毎月第３土曜日 本庄市 6121

カウンセラーズ＆カウンセラー
キッズ

はにぽんプラザ 夏休み、春休みのボランティアス
クールの運営

39 中学⽣から
⼤学⽣まで
のグループ

随時 本庄市 6120

旭保育園 保育ボランティアの受け入れ、エ
コキャップ収集

40 本庄市 6105

子育てサポーターＷＡＯ はにぽんプラザ 子育て中の人の交流の場の提
供、子育て中の人の悩み相談、専
門家への橋渡し学びの場の提供

41 毎月第1・3木曜日 本庄市 6157

子育て応援団　「本庄びすけっ
と」

はにぽんプラザ 地域での子育て、子育ちの応援 
児童センターでの子育てサロン開
催、親子ふれあいコンサートの開
催、講演会・講座等での託児

42 毎月第1火曜　午前
１０時～正午

本庄市 6119

心豊かな子どもの育つふるさと
づくりの会

心豊かな子どもの育つふるさとづ
くりをするための諸環境を整備す
ることを目的としている。1.ふるさと
ハイキング、2.絵画教室、3.ふるさ
と料理教室、4.子ども茶道教室、5.
福祉施設訪問研修、6.子ども菜
園、7.交流おしゃべりサロン、8.講
演会

43 本庄市 6154

特定非営利活動法人GreenLeaf
わかば

紙芝居や歌等で施設や学童保育
所訪問活動

44 定例会毎月第2木曜
日午前、毎月第3木曜
日午後訪問、練習は
別の日にも実施

本庄市 6140

北泉保育園 ペットボトルキャップ収集、保育ボ
ランティア受入

45 本庄市 6118

2018/03/17 ボランティアの募集と、地域で活動される団体の情報を掲載しています。
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ボランティア名・団体名 活動場所 活動内容 備考No 活動日

本庄市青少年相談員協議会 定例会　毎月２０日前
後　はにぽんプラザ

青少年対象としたサマーキャンプ
やバスハイキングなどレクリエー
ションの企画・運営

46 本庄市 6142

自然保護、環境保全活動

上真下ボランティアグループ　Ｋ
ＶＧ

瑠璃ボタン園 環境保護活動等47 本庄市 6132

公園管理・地域美化活動

城下小公園愛護会 城下小公園 公園の除草や清掃活動48 毎月第１，３日曜日　
午前９時～

本庄市 6137

交通安全・防犯活動

上真下児童警備ボランティア 定例会　上真下自治会
館

登下校児童の警備や誘導・雑草
除去（県道、市道の歩道）、共和
小学校応援団に加入

49 本庄市 6134

その他

NPO法人スプリングス本泉 法人事務所 大正琴による施設訪問、防犯活
動、自然農法啓発、スポーツ交流

50 毎月第１土曜日　午
後７時～

本庄市 6141

NPO法人ボランティア労力ネット
ワーク　本庄支部

はにぽんプラザ 普段ボランティアをしているけれど
「自分がちょっとお手伝いして欲し
い」そんな時、信頼できる仲間が
いて、頼りになるルールがあった
ら、助け合いの輪が広がって、暮
らしやすい社会になるでしょう。私
達は時間を基準にしたカードで助
け合いをしています。会員同志が
基本です。会員募集中です。本部
は大阪です。各地の支部と交流し
て広域に活動

51 第3火曜日　午前１０
時～正午　

本庄市 6136

アニマルセラピーボランティア　
いずみ

北泉公民館 ・高齢者施設や児童養護施設対
象のアニマルセラピー　・不登校
の子ども対象のアニマルセラピー
子供サポート教室　・セラピードッ
グのトレーニング

52 毎月第１土曜日　午
後２時３０分～４時

本庄市 6115

2018/03/17 ボランティアの募集と、地域で活動される団体の情報を掲載しています。
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ボランティア名・団体名 活動場所 活動内容 備考No 活動日

こだま精神保健福祉をすすめる
会　ハートtoハート

定例会　年４回　佐久
間さんち

心と心が通い合う地域づくりを目
指す。一人で心の悩みを抱えてい
る人、生活がうまくできず困ってい
る人、ひと付き合いが下手で友達
ができない人など、心の問題を抱
えている人たちとボランティアの人
たちが一緒になって、暮らしやす
い町作りを考え活動する。

53 オープンカフェ開催　
参加費あり　毎月第３
火曜日午後１時３０分
から

本庄市 6111

こだま和太鼓会 児玉文化会館セルディ 和太鼓の稽古により技術の向上と
会員相互の親睦のため各種イベ
ントや施設訪問活動などに積極的
に参加

54 毎週木曜日　午後７
時～９時

本庄市 6133

ネットワークひがしこだいら 　総会　役員会（月１
回）　本庄市観光農業
センター

地元獅子舞、地域文化の伝承保
存、自然とのふれあいなど

55 本庄市 6128

バンブー王国御用達バンド バンド演奏によるイベント協力、施
設訪問等

56 本庄市 6170

ボランティアグループちいろば 毎月第４日曜日 収集ボランティア、国際交流57 本庄市 6161

外国人への日本語教室（日曜教
室）

はにぽんプラザ 現在、本庄市には外国人技能研
修生、留学生の方々が多数生活
されています。その方々が本庄市
で楽しく、有意義に生活できるよう
日本語を学んでもらっています。
日々の暮らし等に役立つ日本語を
学ぼうをモットーに活動を行ってお
ります。

58 毎週日曜日　午前
10:00～12:00

本庄市 6163

彩の国本庄拠点フィルム　コミッ
ション

各地 ・撮影活動に必要な情報（宿泊・
交通・観光・飲食・エキストラなど）
の情報を提供して、撮影プロジェ
クトをサポートします。

59 1年　1,000円
　　　　　　（個
人会員）

随時 本庄市 6175

四季の家ひなたぼっこ 四季の家ひなたぼっこ ふれあいいきいきサロン活動、児
玉地域ボランティア連絡協議会に
加入しイベント時のボランティア参
加、赤十字奉仕団等の活動協力

60 毎週火・水・木曜日　
午前１０時～３時

本庄市 6144

2018/03/17 ボランティアの募集と、地域で活動される団体の情報を掲載しています。
問合せは、公益財団法人いきいき埼玉０４８－７２８－７１１６　までお願いします。
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ボランティア名・団体名 活動場所 活動内容 備考No 活動日

手話ダンスエンジェル 本庄公民館 手話ダンスの練習とイベント等に
出演

61 月４回　木曜日　午前
１０時～正午

本庄市 6152

仁手フラサークル 仁手公民館 フラダンスの練習とイベント等出演62 毎月第３火曜日　午
前１０時～１１時３０分

本庄市 6155

特定非営利活動法人　市民後見
センターほんじょう

本庄地域 ・法人後見活動～後見人の受任、
後見人への支援　・普及・広報活
動～出前講座、学習会、施設訪
問　・相談活動～個別事例相談、
行政等との協働活動

63 1年　6,000円 
私たちの理
念に賛同さ
れる方

毎月第3水曜日、その
他の水曜日、各会員
の活動は各自の都合
による

本庄市 6171

特定非営利活動法人ＵＳ 歩いて生活を楽しむことのできる
地域づくり「トホクラシ」（徒歩暮ら
し）、共に助け合うことのできる地
域づくり「トモクラシ」（共暮らし）を
提唱しています。まちのたまり場
「まちあい館」の運営、会員相互の
助け合い活動

64 毎週月～金曜日、土
日はイベント事業　午
前１０時から午後５時

本庄市 6168

武州本庄つみっこ研究会 あさひ多目的研修セン
ター

つみっこの研究・啓発、つみっこ合
戦等に参加、本庄市の食文化を
市内外に発信

65 本庄市 6146

本庄ヒューマンネットワーク 地域貢献、救急法・幼児安全法啓
発活動

66 本庄市 6112

本庄市更生保護女性会 はにぽんプラザ 市内地
域

社会を明るくする運動への参加協
力 愛の図書費贈呈（小中学校）、
ミニ集会活動、少年院・刑務所へ
の訪問活動、あいさつ運動、会員
研修会その他

67 毎月第1水曜日　午後
1:00～4:00

本庄市 6104

本庄市国際交流協会　ホストファ
ミリー募集

各家庭 海外日本語教師のホームステイ
研修であるワンナイト事業に協
力。宿泊される方は、日本語教師
の方なので会話は日本語で大丈
夫。一家団欒の雰囲気を作って下
さるかた。

68 本庄市 724

2018/03/17 ボランティアの募集と、地域で活動される団体の情報を掲載しています。
問合せは、公益財団法人いきいき埼玉０４８－７２８－７１１６　までお願いします。
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ボランティア名・団体名 活動場所 活動内容 備考No 活動日

本庄市国際交流協会　通訳・翻
訳ボランティア募集

お問い合わせください 通訳や翻訳をしてくれるボランティ
アを募集

69 本庄市 756

本庄市児玉町更生保護女性会 児玉文化会館セルディ 更生保護活動、更生保護施設の
支援、矯正施設への支援、犯罪
や非行防止運動、子育て支援活
動、各団体との連携や研修会、会
員の親睦等々

70 第２火曜日 本庄市 6126

本庄市食生活改善推進員協議
会　児玉支部

本庄市児玉保健セン
ター

市、栄養士の指導による調理実
習、社協と共催の昼食会、地元小
学校への協力、公民館での料理
教室の講師

71 本庄市 6127

本庄市食生活改善推進員協議
会 本庄支部

本庄市保健センター 調理実習、配食サービス協力、公
民館等での料理教室

72 調理実習年９回、配
食サービス年１８回、

本庄市 6107

本庄市赤十字奉仕団 赤十字PR活動等73 本庄市 6125

本庄市婦人会 本庄市内 女性の社会的活動を促進し、男女
共同参画社会の実現をめざす。
地域自治会活動支援、高齢者福
祉の推進。

74 年間通して 本庄市 6103

本庄民踊連合会 民踊で地域行事に参加、高齢者
施設、小学校への訪問

75 毎週水曜日（民舞）、
第２，３，４木曜日レク
ダンス）　はにぽんプ
ラザ

本庄市 6106

本庄翔舞 はにぽんプラザ だんべい踊りやよさこいソーランを
グループホーム、デイサービス、
自治会のお祭り、商工会議所など
に踊りに行って楽しんでいます。

76 毎週木曜日　 本庄市 6153

2018/03/17 ボランティアの募集と、地域で活動される団体の情報を掲載しています。
問合せは、公益財団法人いきいき埼玉０４８－７２８－７１１６　までお願いします。
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