
朝霞市　　和光市　　　　　　　　　　　　　　　　
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

朝霞市

高齢者に対する活動

21世紀の会 地元、地域内 傾聴活動1 随時 朝霞市 500

いきいきサロン　しあわせ会 根岸台市民センター
（町内会館）

高齢者が気軽に来て交流できる
場所作り（手芸、折り紙、勉強会
等、お茶会、食事会）

2 第１・3火曜 朝霞市 486

かすみ会　かすみ元気会 霞台町内会 高齢者対象に手作り茶話会、体
操など

3 第１火・木曜 朝霞市 484

かぼちゃの会 西朝霞公民館 手作りの昼食を提供し、その後全
員でコーラス、梅干し体操、お琴、
尺八の演奏等

4 第４木曜、１月・12月
第３木曜

朝霞市 475

きさらぎ会 北朝霞公民館 高齢者の方を対象として、月1回
食事会のお手伝い

5 会費300円月１回第４木曜日　9
時～3時

朝霞市 6310

くりの会 中央公民館 一人暮らしの65歳以上の方の昼
食会

6 第３火曜 朝霞市 474

さくら草 老人ホーム マンドリン合奏を聴いていただい
たり、一緒に歌って楽しんでいた
だく。

7 平日及び月２回土曜
日等

朝霞市 477

サロン　おたっしゃくらぶ 宮戸町内会館、朝霞市
宮戸市民センター

地域で繋がることを目的とし、安
否確認、筋力アップ体操、健康に
関する話を聞く、音楽鑑賞、小物
づくり、合唱などを行う

8 第１・第３木曜 朝霞市 483

スズラングループ 朝光苑 朝光苑の廊下と庭の散歩、配茶
（デイサービスの方で９月ぶどう狩
りのお手伝い）

9 第３木曜 朝霞市 469

にんじんの会 朝霞市保健センター
　２階

70歳以上の単身生活者を対象に
昼食会を開催

10 第１水曜 朝霞市 472

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

プチボランティアの会 南朝霞公民館 介護施設ボランティアの打ち合わ
せと、脳トレ折り紙、お手玉作り、
オカリナ演奏等

11 南朝霞公民
館以外でも
活動していま
す。お問い合
わせください

第３木曜日 13:00-
16:00

朝霞市 6313

みやど元気会 宮戸市民センター　３
階宮戸町内会館

介護予防を目的とし、健康維持の
為毎回体操、保健センターから保
健師さんの健康相談、血圧測定を
行う。その他、手工芸や脳トレ訓
練、四季の行事等

12 第１.2.3火曜 朝霞市 485

よちよちパソコンサークル パソコンの勉強13 毎土・日曜 朝霞市 470

囲碁サロン　彩霞 南朝霞公民館 地域の子どもや女性・在宅高齢者
に日本の伝統文化である囲碁の
魅力を伝えるとともに、囲碁の相
手をつとめ、仲間づくりを応援

14 毎水・金曜 朝霞市 487

介護老人保健施設つつじの郷 つつじの郷 将棋・囲碁　利用者様との対戦15 10：00～11：30・14：00
～17：00　正味1時間
程度

朝霞市 6319

会食会　元気さんち 北朝霞公民館 高齢者がより良く生き生きと暮ら
せるための介護予防を目的に食
事会、歌や体操、ゲーム等お行う

16 第１月曜 朝霞市 476

楽脳体操チーム 各公民館、各市民セン
ター、各老人福祉セン
ター、各町内会館、特
養、老健、老人ホーム
など

もの忘れ予防・認知症予防の楽脳
体操30種を実習し、特養老人ホー
ムなどへのボランティア指導

17 月～土曜 朝霞市 471

笑楽（わらく） デイサービスセンター
笑楽

マージャン、将棋、囲碁を教えたり
一緒にやったり、見守り等 他パソ
コン、書道、絵手紙など

18 随時 朝霞市 6312

朝霞市特別養護老人ホーム　朝
光苑（ちょうこうえん）

朝光苑内 散歩の付き添い・傾聴やレクレー
ションへの参加など、日常生活の
諸援助

19 9：00～17：00 朝霞市 6321

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

特別養護老人ホーム　花水木の
里

花水木の里 傾聴・環境美化（草むしり）・散歩・
音楽クラブ（入居者といっしょに参
加して歌詞集を開くなど）

20 1時間程度 活動内容
により異なる

朝霞市 6318

認定NPO法人メイあさかセンター 公民館、ﾐﾆﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
等

音楽療法、高齢者生きがいづくり
支援通所事業にかかる、楽器運
搬の車の提供と運転、パソコン入
力（エクセル及ワード）、ニュースレ
ター編集、事務等

21 随時 朝霞市 491

民友会　朝霞支部 溝沼老人福祉セン
ター、北朝霞公民館

民謡（唄・三味線・尺八・太鼓）の
普及と指導）

22 第1・2・3火曜 朝霞市 478

老人会食ももの会 朝霞市東朝霞公民館 地域の高齢者の方達と昼食会、
その後お楽しみ会（歌、ゲーム、お
話しなど）

23 第１金曜 朝霞市 473

和民 レストヴィラ朝霞（ホー
ム周辺または1Fカフェ
ラウンジ）

老人ホームの周辺の散歩・ホーム
内でのお茶会等

24 9:30～16時（内1～2時
間）

朝霞市 468

障がい者（児）に対する活動　

NPO法人　なかよしねっと 朝霞浜崎団地内　専有
施設

朝霞市障害児放課後児童クラブ
「なかよし」朝霞市子育て支援セン
ター「おもちゃ図書館なかよしぱぁ
く」朝霞市地域活動支援センター
「なかよしかふぇ」

25 平日及び月２回土曜
日等

朝霞市 490

ＮＰＯ法人 朝霞市心身障害児・者
を守る会 朝霞青年寮

施設所在地に同じ 生活支援ボランティア（料理・買い
物・散歩・外出のお手伝い）

26 平日午後４～８時 朝霞市 467

NPO法人コーヒータイム 施設所在地に同じ 障がい者の外出や買い物、通院、
散歩の付き添い（ガイドヘルパー）
等

27 随時 朝霞市 492

あさか手話サークル　あじさい 朝霞市中央公民館 手話技術の向上を企るための学
習会の開催と地域の聴覚障害者
との交流を図る

28 毎週木、第2・4金曜 朝霞市 481

メリーママ 主にはあとぴあ、会員
の自宅

パネルシアター制作及び地域での
パネルシアターの上演

29 月１回 朝霞市 496

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

音声訳あい 朝霞図書館本館 視聴
覚室

視覚障がい者・高齢者の方等、文
字を読むことが不自由な方達に音
声でのサポートをする（CD作成）

30 定例会以外
でもご説明し
ます

毎月第１月曜日
 
13:30-15:30

朝霞市 6316

朝霞リーディングサークル 録音・はあとぴあ　CD
作成＝図書館本館訪
問＝コーヒータイム、し
おかぜ、ケアライフ

老人福祉移設等対面朗読訪問
　3ヶ所、広報音訳録音、デジタル
CD発送、朗読便り（CD）発行、年
間2～3回（図書館と共同）

31 訪問・3ヶ所毎月1～2
日　音訳・毎月下旬頃
3～4日

朝霞市 482

点訳グループ　あさかアオリア会 東朝霞公民館 毎月２回の定例会・勉強会、初心
者教室（会員外）塙保己一学園
（県立川越盲学校）・朝霞市立図
書館より依頼の小説や童話等の
点訳

32 第２・４木曜 朝霞市 480

歩の会（ふのかい） 中央公民館会議室、青
葉台公園ゲートボール
場、中央公民館調理実
習室

青葉台ゲートボール場、年２回調
理実習、春の研修旅行、月１回の
将棋、水墨画勉強、市のおとどけ
講座等

33 第2.3.4火曜、第3金曜 朝霞市 479

友・遊ひまわりスクール 朝霞市総合福祉セン
ター

地域の障害のある子ども（小学生
４年生～高校生）の集団遊び等の
サポート

34 18歳以上（高
校生は除く）
で心身ともに
健康な方

偶数月の土曜日　午
前10時～12時（10月1
日・12月3日・2月4日

朝霞市 6309

子育てをする親とその子どもを支援する活動

NPO法人　あさかプレーパーク 朝霞の森、城山公園、
二ノ郭広場、黒目川

子どもが自由にのびのび遊べる
場所を提供し、その遊び場を運営
するスタッフ、当日のお手伝い等

35 毎月第2火～日 朝霞市 493

NPO法人さいたまチャルドライン 活動の特性上、非公開 18歳までの子どもがかける電話
「ﾁｬｲﾙﾄﾞﾗｲﾝ」の電話の受け手

36 毎週月～金曜 朝霞市 494

ゴスペルサークル　寿限無 朝霞市内の公民館（中
央公民館・内間木公民
館）

ゴスペルを中心に色々な曲を歌
い、年に１度自主コンサートを開
催したり子育て支援センター等で
ミニイベントを行い、地域に密着し
た活動

37 毎週金曜 朝霞市 501

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

ひまわりの会 朝霞市南朝霞公民館 地域に住む親子に遊びの場を提
供し、育児不安をなくせるようお手
伝いをする活動

38 第2・4月曜 朝霞市 488

朝霞保健所管内地域活動栄養士
会えぷろん

朝霞保健所、はまさき
児童館、新座市内の保
育園、幼稚園等

健全な食生活の推進のための知
識技術の向上、及び、地域の方々
に「食育」を普及させる活動

39 随時 朝霞市 499

スポーツに関連した活動

うめぼし体操の会 体操、ストレッチ40 朝霞市 6315

自然保護、環境保全活動

あさか環境市民会議 市内特別緑地保全地
区（岡、宮戸、根岸台
他）

里山の保全活動41 場所、日程等
はお問い合
わせください

場所により異なる（火
曜 9:00-12:00）

朝霞市 6320

朝霞に桜の名所をつくる会 黒目川沿い 桜の植樹・メンテナンス42 随時 朝霞市 498

災害時支援・防災活動

朝霞アマチュア無線クラブ 朝霞市内全域 市内で災害が発生し通信回線が
使用できくなった場合、市行政等
にアマチュア無線を使って情報を
伝達する。

43 フルタイム（月2回無
線でミーティングを行
う）

朝霞市 489

その他

ＮＰＯ法人　ポレポレ 依頼者宅 育児で悩んでいる、病気で家事を
手伝ってほしい、介護の世話を依
頼したいなどの声にこたえて助け
合いの活動

44 随時 朝霞市 495

おもちゃ病院あさか 児童館、リサイクルプ
ラザなど

壊れたおもちゃの修理45 各地行事で
の活動する
場合もありま
す

第2土曜日午後1時30
分より　勝沼児童館　 
第4土曜日午後1時30
分より　リサイクルプ
ラザ

朝霞市 6314

朝霞地域猫ボランティア団体　も
めんいと

保護猫の一時預かり46 随時 朝霞市 6317

和光市

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

高齢者に対する活動

アミカの郷　和光 アミカの郷　和光 手芸、生け花の指導47 和光市 6303

いづみ会 和光市南公民館 １人暮らし高齢者会食会の料理を
作る

48 第2木曜 和光市 503

ヴォーカル和光 福祉の里、介護施設 高齢者施設を対象に、「ふれあい」
「福祉活動」を大切にし慰問を行う

49 月2～3会 和光市 518

ひとみ座 総合福祉会館 影絵を通して、沢山の方々に感動
をお届している

50 随時 和光市 530

マジックシルク 和光市総合福祉会館
ボランティア交流室

和光市内外にとどまることなく
様々な施設でマジックショーを行う

51 第1・2・4月曜 和光市 515

ムジカドマーニ 和光市及び近郊 介護施設や障害施設に訪問して
音楽を通じた福祉活動

52 月3回（日曜） 和光市 524

ゆめあい会食クラブ 総合福祉会館 70歳以上の独り暮らしの方に昼食
を作るお手伝い

53 第３木曜日 和光市 504

リーシェガーデン和光南館 リーシェガーデン和光
南館

音楽に関するボランティア54 和光市 6304

愛の家グループ ホーム和光中央 愛の家グループ ホー
ム和光中央

和太鼓、音楽に関するボランティ
ア、散歩の付添

55 和光市 6302

傾聴ボランティアクラブ 総合福祉会館 市内高齢者施設・グループホー
ム・個人宅での傾聴活動を行う

56 第4土曜 和光市 514

江戸芸かっぽれ研究所 和光市内 かっぽれ、やっこさん、木やりくず
し、深川、他、小唄、端歌の踊り等
をデイサービスなどで披露

57 第1・3日曜、第1・3金
曜

和光市 527

人形劇団「ひこばえ」 和光市内 手作りの人形劇で子供たちに楽し
さや感動を与え、お年寄りや障が
い者地域住民の交流を深め子育
て中の保護者を応援

58 第1・3水曜 和光市 507

中央会食会クラブ 中央公民館 １人暮らし高齢者会食会の料理を
作る

59 第1木曜 和光市 505

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

福祉戦隊ワコレンジャー 和光市総合福祉会館 地域のイベント・市民まつり・福祉
施設などでボランティアでショー形
式を実演

60 土曜 和光市 531

民揺同行会 南公民館 民謡の歌と三味線を市内外で披
露

61 日曜 和光市 528

和音-「姫と亀の会」 本町地域センター 「お座敷唄」ー三味線、太鼓、舞踊
で端唄や民謡を研究し、市内外の
福祉施設へ訪問して一緒に楽し
む活動をする

62 月曜（月2～3回） 和光市 520

和光ハーモニカクラブ 中央公民館 市内の様々な福祉施設で、懐かし
い歌等ハーモニカを演奏しながら
の活動

63 第2・3月曜、第3・4金
曜

和光市 526

障がい者（児）に対する活動　

NPO法人　ポコ・ア・ポコ NPO法人　ポコ・ア・ポ
コ

「ぽこふれんず」という愛称で多く
の余暇活動・社会参加活動を提
供しています。この活動の場に会
員の皆さんと一緒に参加お手伝い
して下さる方を募集しています。

64 事前にぽこ
事務局へ事
前に登録（面
談）が必要。

和光市 6308

あいの会　 総合福祉会館ボラン
ティア交流室・点訳室

点字を学び、広報・本・絵本等の
点訳をする

65 第2・4木曜 和光市 508

スルーネットピンポン 総合福祉会館ボラン
ティア交流室

障がいの有無にかかわらずだれ
でも楽しめる卓球を行う

66 第1・3水曜、第2・4土
曜

和光市 509

すわ緑風園ボランティアクラブ すわ緑風園 すわ緑風園にて、紙芝居やミシン
作業、リズム運動の補佐等の活

67 第1・2・4月曜 和光市 512

ツ―ステップ 総合福祉会館　ワンス
テップ

地域活動支援センターワンステッ
プ（精神障がい）で、畑やレクリ
エーション、作業等のお手伝いを
行う

68 毎月月末、第4金曜 和光市 513

指点字サークル「おむすび」 施設所在地に同じ 盲ろう者（目と耳の不自由な人た
ち）とのコミュニケーションの１つ指
点字を勉強し盲ろう者との交流を
する

69 第1・3火曜 和光市 511

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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7/9 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

生活介護施設「さつき苑」 生活介護施設「さつき
苑」

利用者の見守りや手伝い70 和光市 6301

声の広報お届けボランティア ボランティアセンター 和光朗読の会が吹き込んだ声の
CDをお届し、訪問時に視覚障が
い者の方々とコミュニケーションを
とる

71 毎月末～月初め（配
達日）

和光市 510

和光手話サークル 中央公民館 手話の啓発を行いながら福祉体
験教室等へ参加

72 第2・3・4・5火曜、第1・
3・5土曜日

和光市 506

和光朗読の会 中央公民館、総合福祉
会館

中央公民館で定例会をし、総合福
祉会館では月末に社協わこう等
の朗読を行いテープに吹込みを行
う

73 第1・3金曜 和光市 516

子育てをする親とその子どもを支援する活動

朗読の会　あおぞら 中央公民館 朗読の大好きな仲間が集まって
勉強をし、図書館や中学校での読
み聞かせを行う

74 第1・3水曜 和光市 517

朗読の会「あめんぼ」会員募集 朗読の会「あめんぼ」
会員募集

朗読の会では、１年を通して、たけ
のこクラブ、第3小学校、南子育て
センターでの紙芝居、絵本の読み
聞かせを10年以上続けています。

75 第2・4木 和光市 6306

和光市青少年相談員協議会 和光市中央公民館 青少年を対象としたレクレーション
や季節ごとのイベント、キャンプな
どを行う。中高生を対象にボラン
ティア講習会を行い、児童を対象
としたイベントの企画と運営

76 月1回（不定期） 和光市 532

自然保護、環境保全活動

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

NPO法人　和光・緑と湧き水の会 和光市内 湧水・緑地等の武蔵野台地末端
部の特徴的な自然環境を調査し、
その保護活動を進めると共に、市
民や子どもたちと観察会を行い、
身近な自然に親しみながら、その
大切さを広く伝え残していくこと

77 和光市第2土曜日 9時～11
時 白子の富澤湧水　
第3土曜日 9時半～
11時半 新倉ふれあい
の森　第3木曜日 9時
～10時半 大坂ふれ
あいの森　（天候によ
り変更有）

和光市 5909

白子・大坂湧水の会 白子・大坂湧水の会 植生調査の補助　草地の整備の
手伝い

78 和光市 6305

災害時支援・防災活動

渡和の会 施設所在地に同じ 岩手県大船渡市への復興を願う
団体で、様々なイベントに参加し
ながら復興支援品等を販売し、大
船渡へ送っている

79 第4土曜 和光市 529

その他

ＷＡＫＯゴスペル～清水かつらを
歌う～

下新倉小学校音楽室 和光市ゆかりの清水かつらの詩を
ゴスペルにアレンジして歌う

80 第2・4土曜 和光市 525

グループゆう 新倉コミュニティセン
ター

小学校～大学生までを対象にし、
音楽授業、体験授業等での指導
を行いながら、年１回程の演奏を
行う。市内の施設へのボランティ
ア活動も行う

81 第2・4土曜 和光市 519

バカモンド楽団 和光市内外 定年退職した仲間たちがおやじバ
ンドとして、懐メロをはじめ、様々
な音楽の演奏披露

82 随時 和光市 523

みどりのそよ風児童合唱団 中央公民館、サンアゼ
リア、他市内各施設

歌の練習を行いながら、地域での
様々なイベントに参加し、歌を通し
て地域での活動を行う

83 日曜（月2回程度） 和光市 522

若葉会 白子コミュニティセン
ター

舞踊、民謡の練習に励みながら、
地域の催時等に積極的に参加

84 金曜、夜間（月３回） 和光市 521

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

南ボランティアクラブ 福祉会館ボランティア
交流室

地域のボランティア活動に微力を
つくそうを重点課題にし、年間を通
して行われる福祉体験教室等の
手伝い

85 第2火曜 和光市 502
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