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ボランティア募集・団体情報
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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

春日部市

高齢者に対する活動

Lenalei・stars（レナレイ・スター
ズ）

市内公民館、各施設 楽器演奏と歌（ハワイアン楽器）と
歌とフラの帯同で、高齢者施設、
病院等への慰慰問。

1 月２～3回（通常は日
曜）

春日部市 78

NPO法人ハンドセラピー彩　春
日部地区

介護施設・デイサービ
スでの活動

介護施設や地域でのいきいきサ
ロンでの
ボランティア活動

2 第4日曜日 春日部市 39

V.Gきぼう 彩光苑、清寿園 特別養護の高齢者施設でのコー
ヒーサービス、洗濯物整理

3 第2月曜、第4水・木
曜、第3・5金曜

春日部市 46

あずみ苑Ｌａ・ﾃﾗｽ庄和（有料老
人ﾎｰﾑ）

施設所在地に同じ 入居者の話し相手4 随時 春日部市 629

いきがい南京玉すだれ 春日部市文化会館、訪
問は主に高齢者施設

玉すだれ・どじょうすくい・オカリ
ナ、・ウクレレ・手品・唄を持って施
設や学童保育室を訪問

5 第2・4金曜日 春日部市 54

ウィング春日部パソコンサポート
ボランティア

各公民館等 障害者、高齢者へのパソコン活用
をサポート

6 月最終日曜、月５回
パソコン教室

春日部市 5028

オカリナサークル虹 豊春公民館　慰問は市
内施設

オカリナ演奏による老人施設の慰
問

7 第2.4週土曜日 春日部市 56

きさらぎ支部春琴会 市内の各施設 大正琴による施設の慰問他8 春日部市 62

ｸﾞﾗｰｽ春日部（ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者
住宅）

施設所在地に同じ 入居者の囲碁の相手9 土曜日以外 春日部市 630

セラピューティック・ケア 豊春地区公民館、豊潤
館

手のぬくもりを伝えるやさしいマッ
サージで心身を癒すメンタルケア
の活動

10 第３木曜日or金曜日 春日部市 44

ないすはっつ（Nice Hats） 童謡や懐かしい歌謡曲等々を演
奏し歌う。

11 春日部市 69

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。

1/19 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

パレファ 正風館、市内各施設 フラダンス・ウクレレ・歌による施
設の慰問

12 不定期 春日部市 70

ふれあいハーモニーサークル 中央公民館、市内施設 ハーモニカの演奏と歌の伴奏によ
る施設の慰問

13 水曜日 春日部市 74

ふれあい⼤学25期会　民踊の会 清寿園、あずみ苑他 春日部音頭、サンバ、盆踊り、民
謡などを老人ホームで披露、利用
者の方々と踊る

14 第1木曜、第3月曜 春日部市 73

ふれあい倶楽部 ロイヤルケアセンター、
あしすと、ゆっく武里、
愛の家他

傾聴や遊び相手（トランプ、花札、
坊主めくり等ゲーム、折り紙など）

15 第２月・土曜日、火・
水・木・土曜

春日部市 5037

ふれあい大学校友会フラダンス
クラブ

武里公民館、慰問は市
内施設

フラダンスによる施設の慰問16 毎週水曜日 春日部市 72

ブレーバリィ ハーモニィ春日部、大
池いこいの家

健康体操、かんたん筋トレ･脳トレ17 木曜日 春日部市 83

マジック１２ 中央公民館　市内施設 手品の披露による介護⽼人ホー
ム施設の慰問

18 第2・４火曜 春日部市 75

マハロ　ウクレレ 施設所在地に同じ 楽器演奏（キーボード・ギター・ウ
クレレ）の演奏とフラダンスによる
施設等への慰問

19 第1・3土曜 春日部市 76

モンキーポート粕壁地区 あしすと春日部、粕壁
南公民館

給食ボランティア（70歳以上の単
身世帯の方を対象）

20 第２・４土曜 春日部市 5029

ゆずり葉 平成会「しょうぶ苑」、
庄和社会福祉センター

毎月1回、平成会しょうぶ苑で歌と
踊り、語りの集いを開催

21 土曜日 春日部市 77

家族の家ひまわり北春日部（有
料老人ホーム）

同所 利用者の話し相手レクリエーショ
ンの補助

22 水曜日、第3木・日曜
日以外14:00～15:00

春日部市 5008

給食ボランティア　モンキーポー
ト武里団地地区

武里大枝公民館 単身高齢者の月一回の食事会実
施、会場設営、調理、配膳、後片
付けなど

23 第4週金曜日 春日部市 42

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

給食ボランティア　モンキーポー
ト武里地区

武里市民センター 月1回70才以上の単身老人に給
食（手作り）の提供

24 水曜日 春日部市 41

給食ボランティア　モンキーポー
ト豊野地区

藤塚公民館 単身高齢者を対象に昼食会を実
施

25 第4水・木曜 春日部市 43

幸宏会 市内施設、庄和社協 民謡、銭太鼓、踊りによる老人施
設慰問

26 春日部市 5027

桜樹会 養護老人ホーム、彩光
苑、清寿園等

特別養護老人ホームでの労力ボ
ランティア

27 第1水・木曜日、第2水
曜日、第4金曜日

春日部市 5010

春日部シニアふれあいＰＣサー
クル　　

ぽぽら春日部 春日部市内シニアを対象としたPC
勉強会。ボランティア講師による
指導

28 第１・３金曜、第２・４
水曜・木曜

春日部市 5036

春日部介護保険チェアクラブ あしすと春日部、小中
学校、介護施設他

介護保険に関する学習と高齢者
支援、介護施設訪問（市介護保険
課）、その他イベント参加

29 奇数月第2⼟曜日 春日部市 40

新ふれあい会食会 正風館 毎月１回高齢者との食事会（手作
り会食）の後ふれあい事業（唄、踊
り、ゲーム、お話等）

30 第4木曜日 春日部市 5025

新ふれあい会食会 正風館 高齢者と食事作り会食、ふれあい31 第4木曜 春日部市 5014

赤とんぼ 市内施設、近隣市町村
の施設

楽器演奏（ハーモニカ、キーボー
ド、ギター）と歌、手品による施設
の慰問

32 不定期 春日部市 5033

藤むすめ 病院、市内施設 歌と踊りによる施設の慰問33 火・水・土曜日 春日部市 71

陶彩会 彩光苑 彩光苑入所者の方に陶芸の指導34 第2・4火曜日 春日部市 45

童謡を歌う会ラルゴ 市内公民館、老人施設
等

童謡を歌って各施設を慰問35 不定期 春日部市 67

特別養護老人ホーム庄和和合 施設所在地に同じ お掃除のお手伝い、傾聴ボラン
ティア、囲碁、将棋のボランティ
ア、書道、茶道、編み物等を定期
的に指導していただける方

36 春日部市 727

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

尾上劇団 埼玉県全域 人情芝居・舞踊・歌・踊り・劇を主
体

37 随時 春日部市 59

舞美ボランティア 市内の老人施設他 大正琴の伴奏にて合唱と歌体操
による老人施設でのレクリエーショ
ンやリハビリ、軽介助の労力奉仕
並びにハンドセラピー等々

38 各施設により異なる 春日部市 47

友愛電話「桐の会」 春日部市ボランティア
センター

単身老人、老夫婦世帯への電話
による安否確認

39 月１回。概ね第２，４
週月～金曜日

春日部市 5020

障がい者（児）に対する活動　

VG・むぎわらぼうし ゆりのき・ふじ支援セン
ター、コミュニティセン
ター

センター利用者との共同作業・作
業補助、交流会、その他

40 第1火曜、第3木曜、
第4水曜

春日部市 49

アメンボの会 ゆっく、ハーモニー春
日部、高齢者施設

朗読技術取得と朗読発表、朗読
ボランティア活動

41 第２土曜日他 春日部市 5018

手のひらの会　 庄和福祉センター 定例会、ろうあ者の方々との交流
等

42 毎週火・土曜 春日部市 5016

手話ダンス うらら ハーモニー春日部 手話ダンス43 第1・2・3・4火曜 春日部市 64

春日部市朗読ボランティア 市内 視覚に障害のあるかたのために、
社協だよりや広報かすかべ等必
要な情報をテープに吹き替えする

44 11/6.・13・20
養成講座受
講要

随時 春日部市 632

障害者の為の市民・大学モノ作
りネットワーク

春日部市（あしすと、ぽ
ぽら春日部）、越谷市、
東村山市

障害を持つ子の機能の回復アシ
ストを目指し、企業と交流し作品
作りを進める

45 第2金曜日 春日部市 48

朗読ボランティア花しょうぶの会 庄和図書館、庄和地区
公民館（正風館）

「広報かすかべ」「庄和地区公民
館だより　しょうわ」「社協だより　
あしすと」の音訳、

46 春日部市 729

朗読奉仕グループ藤の会 あしすと・市役所・教育
センター

毎月「声の広報かすかべ」を制
作。年2回独自制作「藤だより」を
発行、視覚障害者より依頼された
本などの音訳、交流会

47 第2～4水曜 春日部市 50

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

子育てをする親とその子どもを支援する活動

おはなし広場 メンバー宅、あるいは
公民館等

親子で小物を制作し、海外支援の
ためのバザーなどに参加

48 不定期、月2～3回 春日部市 51

こども食堂ひなた 施設所在地に同じ ひとり親家庭や共働き家庭の子ど
もの食事支援における食事の片
づけ・遊びのボランティア

49 毎水曜日19:00位～ 春日部市 8

わくわく科学クラブ　　 児童センター、小学
校、保育園、公民館な

小中学生および保護者を対象にし
た「科学体験教室」開催

50 ５月～２月の第１～３
土曜

春日部市 5030

子育てサロンぽっぽはうす豊町
クラブ

ボランティアセンター、
公民館

子育て電話相談と母親のための
ケーキ教室（託児あり）

51 第１・３火曜他 春日部市 5035

春日部おもちゃの図書館「うさぎ
とかめ」　

あしすと春日部プレイ
ルーム・エンゼルドー
ム

子どもたちとおもちゃで遊ぶ機会
の提供（障がいのある子どもたち
も一緒に）

52 毎月第2・第4土曜日 春日部市 5015

春日部おもちゃの病院 スマイルしょうわ、グー
春日部、イオンモール
春日部、エンゼルドー
ム

おもちゃの修理53 第１土曜、第２日曜、
第３火曜、第４土曜

春日部市 5026

春日部第1児童センター「エンゼ
ル・ドーム」

春日部第1児童セン
ター

「エンゼルまつり」やおもちゃで一
緒に遊んだり、おもちゃの修理

54 春日部市 5002

春日部第２児童センター　「グー
かすかべ」

春日部第2児童セン
ター

児童の健全育成に関する内容（ス
ポーツ、レクレーション.IT指導、主
催事業準備等）

55 応相談 春日部市 5003

庄和マジッククラブ 社協（庄和）、保育園、
幼稚園、学童施設等

手品（マジック）による施設等の慰
問、手品の体験等の活動

56 第1土曜、第3月曜 春日部市 65

昔の子ども遊び　いちごの会 児童センター、幼稚
園、公民館、ハーモ
ニー春日部、県活総合
センターなど

昔のあそびを子ども達と一緒に楽
しむ「むかしのあそび教室」「もの
つくり教室」を開催

57 不定期 春日部市 52

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法人庄和ふる里を守る会 施設所在地に同じ 農村公園、桜並木、土手、庄内排
水路の草刈り、清掃、ごみ収集

58 毎月第２・４土曜日（６
月～９月）、第２土曜
日（１０月～３月）

春日部市 728

公園管理・地域美化活動

グリーンクラブ 伊奈町県民活動セン
ター

県民活動センター内（伊奈町）の
花壇の手入れ

59 第3金曜日 春日部市 53

ご長寿くらぶ春日部・一ノ割（デ
イサービスセンター）

同施設 施設周辺の草取り60 ご希望に応じます。 春日部市 5005

牛島花いっぱいの会 勝彩園・牛島ボランティ
アセンター

花を育て花プランターを公共施設
に提供、老人施設の花壇作り

61 第３・４木曜日 春日部市 5023

南部厚生病院 施設所在地に同じ 病院内の庭の花壇、樹木の整備62 随時 春日部市 9

その他

DROPS. 正風館 施設を慰問し、子供達による歌・
ダンス・折り紙などの製作を通じて
交流を深める

63 ⽕・⽔・⾦曜日 春日部市 68

Y's style（ワイズスタイル） 豊春第⼆公民館、幸松
第⼆公⺠館、ハーモ
ニー春日部

子どもたちのHIPHOP DANCE練
習

64 毎週火・木曜日 春日部市 55

かすかべ案内人の会 春日部市内 観光者および市民へのまち歩き
案内、歴史講演会と文化財講座
の開催、観光事業および農・工・
商業への協力と参加等

65 第3水曜、最終土曜他 春日部市 79

グローバルファミリー　 ぽぽら春日部、公民館 外国人のサポートおよびサロンの
開催、外国文化、料理の紹介

66 第３土曜日 春日部市 5034

コーラス麦笛 中央公民館、コミュニ
ティセンター（練習）慰
問は市内施設

7月に市民合唱祭、11月にフェス
ティバル参加。年月3〜4回ボラン
ティアで施設の慰問。

67 毎週火曜日 春日部市 63

パネルっこの会 庄和地区正風館・庄和
社会福祉センター

パネルシアター68 第１・３木曜日 春日部市 5011

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

ひまわりグループ 武里地区ボランティア
センター

古切手（使用済み）収集整理69 毎月２回水曜日 春日部市 5019

外国人支援ボランティア「日本語
サロン」

正風館2F 庄和地区在住の外国人への日本
語学習の支援。

70 火・水曜日 春日部市 5012

傾聴ボランティア ピア・サポート
かすかべ

高齢者施設、個人宅 活動場所に直接伺い、約1時間の
傾聴。

71 第4土曜日 春日部市 5013

春日太鼓 豊野地区公民館、庄和
地区公民館他

和太鼓を通した奉仕活動、他。72 不定期 春日部市 5017

春日部１６ミリ映画鑑賞会 市内全般 出前で映画会を開催（スクリーン、
映写機、延長コードは団体にて用
意）

73 第2日曜 春日部市 60

春日部マジッククラブ 勤労者会館、市内およ
び近郊の訪問先

依頼先の希望に合わせて、マジッ
クショーや講座などの開催

74 第2，4週日曜日 春日部市 61

春日部観光ボランティアの会 市内 市内観光ガイド（粕壁宿定期観光
ガイド、日光街道粕壁宿めぐり、藤
花園の開園時期のガイド）、ふるさ
と散策、各種イベントへの参加

75 随時 春日部市 631

春日部厚生クリニック（通所リハ
ビリ施設）

同所 利用者の話し相手や、オセロ・囲
碁将棋・麻雀などの相手、作品作
り（手工芸）の手伝い

76 月～土曜日9:30～
12:30または14:00～
17:00

春日部市 5006

春日部子ども日本語学習室 武⾥南公民館 外国人の子ども達（主に小・中学
校生）の日本語と学習の支援を行
う

77 日曜 春日部市 80

春日部市華道連盟庄和 公民館、駅、中野小、
桜川小、武⾥小

生け花展示、児童（小学校）に指
導、文化祭（公民館）、南桜井駅
構内展示　イオンモール

78 一年を通じて 春日部市 81

春日部市国際交流協会 行政窓口、市内小中学
校、海外からの表敬訪
問の会場等

市役所や教育委員会での各種手
続きの補助、外国からの表敬訪問
における通訳など

79 年間を通じて随時 春日部市 633

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

春日部市食生活改善推進員協
議会

保健センター、各地区
公民館

「自分達の健康は自分達の手で」
のスローガンでバランスの取れた
献立を市民の皆様に伝達

80 第1週月曜日 春日部市 82

春日部市赤十字奉仕団　 あしすと春日部、市内
福祉施設他

日赤活動、施設訪問、募金活動81 随時 春日部市 5021

春日部市立医療センター(病院
内での各種ボランティア)

同所 病棟ボランティア（売店買い物の
手伝い）、漢書の図書ボランティ
ア・外来ボランティア（病院内の案
内）・コンサートボランティア

82 養成講座あ
り。詳細はお
問い合わせく
ださい

活動内容により異な
る

春日部市 5009

春日部中央図書館 図書館 書架整理・資料整理83 養成講座あ
り。詳細はお
問い合わせく
ださい。

春日部市 5001

新幸どんぐり劇団　梅川洋⼦一
座

市内、近隣市町村施設 民謡・カラオケ・腹話術など要請施
設への慰問

84 不定期 春日部市 66

大池たんぽぽ会（手品部） 大池集会所、慰問は市
内と近隣市町村の施
設

施設を慰問し、手品を披露85 不定期 春日部市 58

大池たんぽぽ会（⺠謡部） 大池集会所、慰問は市
内と近隣市町村の施
設

施設を慰問し、春日部市⺠踊連盟
で踊っている民踊、ソーラン節、花
笠音頭を披露

86 主に月曜 春日部市 57

病院ボランティアかるがも 秀和総合病院 病院に来客される患者様の受付
のお手伝い、案内を行い不安を和
らげる。病院屋上花壇の花植え、
整備。

87 随時 春日部市 84

越谷市

高齢者に対する活動

シルバーケア敬愛理容 介護老人保健施設「シ
ルバーケア敬愛」内

施設内利用者への利用活動88 毎月第3水曜日午前 越谷市 30

デイサービスはまゆう 施設所在地に同じ 高齢者施設において、囲碁・将棋
のお相手。利用者との交流。

89 毎週火・土曜日 越谷市 24

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

てまりの会 介護老人保健施設「シ
ルバーケア敬愛」

施設内でのレクリエーションを通じ
た交流活動

90 毎月第2・４月曜日午
後

越谷市 12

ひまわりグループオ・ハナ 介護老人福祉施設
「オ・ハナ」

施設内利用者への理容活動91 偶数月第3木曜日午
前

越谷市 31

ぼんぼりの会 市内各施設 手品等を通して、高齢者との交流
（施設訪問）　

92 奇数月第1水曜日・第
２火曜日　偶数月第
１・２水曜日　（月２回）

越谷市 15

リハビリスポーツ「ちょっとボー
ル」

中央市民会館2F 誰もが楽しめる簡単な室内スポー
ツのリハビリスポーツを行う

93 随時 越谷市 18

嘉祥園理容 介護老人福祉施設「嘉
祥園」

施設内での理容94 毎月第2火曜日午前 越谷市 13

会食ボランティア 市内各地区センター・
交流館等

市内在住の70歳以上（一人暮ら
し）高齢者向けの食事の調理とコ
ミュニケーション

95 月1回程度（グループ
により異なる）

越谷市 23

蒲生地区Ａ会食サービスグルー
プ

蒲生交流館 ７0才以上の単身者の方を対象に
蒲生交流館で会食を通じた交流
活動

96 第1木曜日　 越谷市 92

傾聴ボランティアゆうゆう 市内施設他 施設や在宅において心のケア（傾
聴）

97 毎月第1水･木曜日、
第2火･金曜日

越谷市 14

小鳩越谷ホーム 施設所在地に同じ 介護老人福祉施設「越谷ホーム」
での交流活動

98 ：毎月第1･3木曜日午
前　

越谷市 11

小鳩嘉祥園 施設所在地に同じ 介護老人福祉施設「嘉祥園」での
外出介助（車イス）、レクリエーショ
ン活動等

99 毎月隔週水・土曜日
午前

越谷市 10

大相模地区会食サービスグルー
プ

大相模地区センター 70才以上の単身者の方を対象に
大相模地区センターで会食を通じ
た交流活動

100 第3金曜日 越谷市 91

特別養護老人ホーム　越谷さくら
の杜

施設住所に同じ 入居者様の将棋の相手101 応相談 越谷市 5732

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。

9/19 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

友愛通信 越谷市中央市民会館
 2F ボランティア活動
室

ひとり暮らしで70才以上の希望者
に対して月に1度葉書を送る自宅
で行える活動

102 各自月1回他 越谷市 35

陽だまり傾聴の会 市内高齢者施設 高齢者施設などで傾聴活動を行
い、不安や寂しさから心のケアを
行う

103 毎月第３日曜日（10：
00～12：00）

越谷市 16

朗読ボランティアさなえ 朗読を通じて高齢者・障がい者・
子どもたちとの交流活動　依頼に
応じて活動

104 毎月２回活動（５月～
７月）

越谷市 17

障がい者（児）に対する活動　

あみもの 越谷市中央市民会館
 2F ボランティア活動
室・団体室

編み物を通じて障がい者や高齢
者との交流活動

105 第2・4 火曜日 越谷市 34

こだま文庫 施設所在地に同じ 音訳図書の作成・対面朗読活動
（市立図書館）、福祉教育事業へ
の協力

106 毎週水曜日他 越谷市 86

ロービジョン友の会アリス 施設所在地に同じ 視覚障がいに関する正しい知識
の普及、交流、ボランティアとの共
生

107 随時イベント時など 越谷市 0

越谷市要約筆記「いちご」 施設所在地に同じ 聴覚障がい者のコミュニケーショ
ンの手段の一つとして要約筆記活
動を行う

108 第1・3水曜日 越谷市 87

越谷点字サークル 施設所在地に同じ 行政からの依頼に応じた点訳活
動、日常生活のニードに対応した
点訳活動

109 第1･3水曜日 越谷市 85

拡大写本 越谷市中央市民会館
 2F ボランティア活動
室

弱視児のための教科書づくり、図
書館の拡大絵本、福祉教育事業
への参加協力など

110 毎週月曜日午前 越谷市 32

児童発達支援センターぐんぐん
グリーン

児童発達支援センター
「ぐんぐんグリーン」（増
林）

知的障害児通園施設での保育活
動の補助

111 月・金曜日午前　 越谷市 20

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

児童発達支援センターぐんぐん
ピンク

児童発達支援センター
「ぐんぐんピンク」（増
林）

肢体不自由児通園施設での療育
活動の補助

112 月～金曜日午前 越谷市 19

手話すみれ 越谷市中央市民会館 勉強会、福祉教育事業への参加
協力

113 毎週木曜日午前 越谷市 33

声のおたより 越谷市中央市民会館
 2F ボランティア活動
室・録音室

市広報(月1回) 季刊版(年4回) 社
協だより(年6回) 議会だより(年4
回)などの音訳CDの録音、制作、
発送活動

114 毎月末の1〜2日間と
3ヶ月ごとの月半ば

越谷市 22

点字はなみずき 越谷市中央市民会館 点訳活動、福祉教育事業・福祉関
連行事への参加協力

115 毎月第1・3火曜日 越谷市 27

桃の里 障害者支援施設桃の
里（南萩島）

知的障害者支援施設での習字の
指導及び補助

116 第3水曜日および第4
火曜日午後

越谷市 21

文教大学学習ボランティア部　な
ずなの会フラワーパート

施設所在地に同じ 障害のある高校生までの児童・生
徒を対象にゲームや遊び相手等
を行う

117 毎週土曜日 越谷市 90

子育てをする親とその子どもを支援する活動

おはなしの会グラン・マ 市民活動支援センター 子ども達を対象に絵本の読み聞
かせや手遊びなど

118 毎月第２・４日曜日 越谷市 26

越谷市　こしがや子育てクワイエ 子育て応援サイトクワイエ運営ボ
ランティア。毎月1回、ワークショッ
プを開催しサイトの企画編集会
議。市内子育て施設やイベントの
取材等。

119 随時 越谷市 6

公園管理・地域美化活動

越谷市　越谷アリタキ植物園ボ
ランティア

越谷アリタキ植物園 除草および清掃、植物の管理及
び調査補助、来園者へのガイド、
植物園のPR活動、イベントの企画
等

120 月2回程度 越谷市 5

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

県民健康福祉村　園芸ボラン
ティア

施設所在地に同じ 自由広場の花壇とハーブ園の除
草、散水　春秋の2回花の植え替
え作業

121 主に第2・4火曜 越谷市 793

災害時支援・防災活動

東部南西防災支援通信隊 防災訓練の参加、祭時の地域活
動での警備等協力、震災時の視
察・救援活動

122 随時 越谷市 88

その他

アカハイ　フラ 施設所在地に同じ フラダンスを通して、高齢者・障が
い者との交流

123 土・日曜日・月３回 越谷市 126

アンサンブル・パル 施設所在地に同じ さまざまな楽器演奏を通して、高
齢者･障がい者との交流

124 第2･4木曜日 越谷市 102

コーラル 施設所在地に同じ フラダンスを通して、高齢者・障が
い者との交流

125 第2･4火曜日 越谷市 107

こばとオカリナサークル 施設所在地に同じ オカリナ演奏を通して、高齢者・障
がい者との交流を図る

126 第1･3木曜日 越谷市 98

さっちゃんと音もだち 施設所在地に同じ ｷﾞﾀｰ・ﾊﾞｸﾞﾊﾞｲﾌﾟ･ｳｸﾚﾚ･ﾊﾞｲｵﾘﾝ･ﾌ
ﾙｰﾄ等による音楽演奏

127 随時 越谷市 103

ドリーム 施設所在地に同じ 手芸等の手作りを通して障がい者
との交流

128 第2･4月曜日 越谷市 89

なの花会 施設所在地に同じ 民謡・津軽三味線・尺八による演
奏活動

129 随時 越谷市 97

ぱそこんKV 越谷市中央市民会館
 2F ボランティア活動
室

ボランティア会報の制作、ホーム
ページの作成・管理

130 毎月第１･３金曜日午
後

越谷市 29

ハナクラブ 施設所在地に同じ フラダンスを通して、高齢者・障が
い者との交流

131 第1・2・3木曜日 越谷市 124

ピコット 施設所在地に同じ オカリナを通して、高齢者・障がい
者との交流

132 第2・4日曜日　 越谷市 122

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

ひとゆき会 施設所在地に同じ 新舞踊を通して、高齢者･障がい
者との交流

133 火・木曜日2回ずつ 越谷市 109

プア・マナ 施設所在地に同じ フラダンスを通して、高齢者・障が
い者との交流

134 月2回金曜日 越谷市 120

フイ・ナ・マカニ 施設所在地に同じ ハワイアン音楽の歌と演奏をとお
しての交流

135 月２回日曜日　 越谷市 130

フレッシュハーモニー 施設所在地に同じ ハーモニカを通して、高齢者･障が
い者との交流

136 1･3火曜日 越谷市 99

ボランティアおどりの会 施設所在地に同じ 民舞踊・新舞踊を通して、高齢者
との交流

137 毎週金曜日 越谷市 118

マジッククラブゆり 施設所在地に同じ 手品を披露して、高齢者・障がい
者との交流

138 第1･3水曜日 越谷市 114

ゆりのき民謡クラブ 施設所在地に同じ 三味線・尺八の伴奏で各地の民
謡を歌う。時には懐メロ・唱歌によ
り高齢者・障がい者との交流

139 第2・4水曜日 越谷市 105

ルーチェ 施設所在地に同じ オカリナを通して親睦をはかり、地
域の介護施設等でボランティアを
行う

140 第2・4月曜日 越谷市 125

レア　オハナ 施設所在地に同じ フラダンスを通して、高齢者・障が
い者との交流

141 第１・３金曜日 越谷市 129

レモングラス 施設所在地に同じ フルートによる演奏を通して、高齢
者･障がい者との交流

142 毎週土曜日 越谷市 101

越谷.J.ハーモニカサークル 施設所在地に同じ ハーモニカを通して、高齢者･障が
い者との交流

143 毎月1･２水曜日 越谷市 132

越谷お手玉ぽんぽん会 施設所在地に同じ 日本文化・お手玉作りとお手玉遊
びの伝承を通じて、児童との交流

144 第2金曜日 越谷市 121

越谷マジッククラブ 施設所在地に同じ 手品を披露して、高齢者・障がい
者との交流

145 第2･4土曜日 越谷市 113

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

越谷レイクタウン献血ルーム 越谷レイクタウン3-1-1 献血の呼びかけ146 ご希望に応じます。 越谷市 5004

越谷高齢者ボランティアほほえ
み会

施設所在地に同じ 演芸を披露して、高齢者・障がい
者との交流

147 第１月曜日 越谷市 119

越谷市「平和の語り部登録ボラ
ンティア」

小中学校や地区セン
ター等

戦争の悲惨さや平和の大切さへ
の意識啓発を図るため、平和の大
切さをお話いただくボランティア。

148 随時 越谷市 7

円の会 施設所在地に同じ 手遊びや日舞を通して、高齢者・
障がい者との交流

149 毎週火・水曜日 越谷市 133

歌の広場「ペルテ」 越谷市中央市民会館、
老人福祉センターひの
き荘 

こばと館にてボランティア同士の
交流

150 月1回土曜日、偶数月
第1土曜日（ひのき
荘）

越谷市 38

花房の会 施設所在地に同じ 新舞踊を通して、高齢者･障がい
者との交流

151 随時 越谷市 108

会報発送  越谷市中央市民会館
 2F ボランティア活動
室

ボランティア会報（毎月発行）を発
送叉は手渡し

152 毎月月末（2時間程
度）

越谷市 28

蒲生マジッククラブ 施設所在地に同じ 手品を披露して、高齢者・障がい
者との交流

153 第１・3月曜日 越谷市 115

行事ボランティア 越谷市中央市民会館
内

ボランティア連絡会のイベント時の
手伝い

154 不定期 越谷市 37

高橋勇とモアナ・ハワイアンズ 施設所在地に同じ ハワイアン音楽演奏を通して、高
齢者・障がい者との交流

155 毎月2回 越谷市 106

手づくりの会 越谷市中央市民会館
 2F ボランティア活動
室

手芸作品、布の絵本作成・福祉教
育事業への参加協力

156 毎月第1･3水曜日 越谷市 36

手品クラブ「はと」 施設所在地に同じ 手品を披露して、高齢者・障がい
者との交流

157 第2･4火曜日 越谷市 112

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

収集ボランティア 中央市民会館2Fボラン
ティア活動室

リサイクル品等（使用済み切手、
書き損じはがき、ペットボトルのふ
た、インクカートリッジ）の収集

158 越谷市 25

女池昌雄とヒマナブラザース　 施設所在地に同じ 童謡・懐メロの音楽を披露して、高
齢者・障がい者との交流

159 不定期 越谷市 116

銭太鼓　I（アイ） 施設所在地に同じ 銭太鼓（筒の中に小銭を入れたも
の）を使って、越谷音頭や花笠音
頭を披露

160 毎週火曜日 越谷市 128

銭太鼓遊遊 施設所在地に同じ 銭太鼓（筒の中に小銭を入れたも
の）を使って、越谷音頭や花笠音
頭を披露

161 毎週月曜日 越谷市 111

素人ボランティア尾ノ上劇団 施設所在地に同じ ボランティアの「劇団」を通して高
齢者・障がい者との交流

162 自発的に集合し練習 越谷市 131

増林民踊愛好会 施設所在地に同じ 民踊を通して、高齢者・障がい者
との交流

163 第1･3金曜日 越谷市 104

東武岳風会・杳吟会（ようぎんか
い）訪問ボランティア吟詠部

施設所在地に同じ 吟詠を通して、高齢者・障がい者
との交流

164 毎週火曜日・水曜日 越谷市 127

藤の会 施設所在地に同じ 日本舞踊を通して、高齢者･障が
い者との交流

165 第2･4金曜日 越谷市 110

藤本梅之丞社中 施設所在地に同じ 三味線を通して、高齢者・障がい
者との交流

166 毎週金曜日 越谷市 96

美育ボランティアこしがや 施設所在地に同じ リサイクル花器作りと、花を活けて
楽しむ。また茶の湯を身近に楽し
む。

167 不定期 越谷市 123

朗読会わかば 施設所在地に同じ 朗読を通じて高齢者・障がい者・
子どもたちとの交流活動

168 第1･3火曜日 越谷市 95

和の会 施設所在地に同じ 踊り・三味線・手遊び・歌・マジック
等のレクレーション一般

169 毎週木曜日 越谷市 94

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

和太鼓グループ彩鼓 施設所在地に同じ 和太鼓を通して、高齢者･障がい
者との交流

170 毎週金曜日 越谷市 117

草加市

草加市手話通訳問題研究会「手
話友の会」

中央公民館・学校 聴覚障がい者から手話を学ぶだ
けでなく、交流を深め情報を提供
しあい聴覚障がい者の抱える問
題を共に取り組み活動していく団
体。「福祉まつり」「公民館まつり」
に参加し、地域社会へ手話の普
及を図る。福祉教育に協力。

171 昼の部　毎週火曜　
午後1時～午後3時夜
の部　毎週水曜日午
後７時～午後９時30
分

草加市 5806

高齢者に対する活動

ASK歌謡連盟 施設 老人ホームや施設でカラオケ指導
＆カラオケの出前をする。地域社
会に役立つボランティア活動をす
る。

172 随時 草加市 5818

おしゃべりボランティア 市内各地 市内の一人暮らしの高齢者に対
し、おしゃべりボランティアが訪問
して見守りや話し相手をし、孤独
感や不安感の解消を図ることが目
的。

173 傾聴ボラン
ティア養成講
座を受けたこ
とのある方。
一定の知識、
技術のある

草加市 5804

華扇流創作舞踊 施設 老人ホームや施設での行事に参
加し協力する。地域のレクリエー
ション大会に協力する。

174 随時 草加市 5817

金明町睦会 地域・施設 施設や地域にフラダンスやハーモ
ニカ等で訪問・交流や傾聴ボラン
ティア。

175 随時 草加市 5820

草加市認知症をケアする家族の
会

中央公民館など 認知症を抱える家族のために相
談会を実施し、解決につなげる。

176 不定期 草加市 5822

草加市民踊同好会 地域・施設 地域や施設で行事に協力する。177 随時 草加市 5819

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

野ばら会 松原団地・Ｃ地区商店
街内

介護用品の相談・製作（実費）。健
康体操。

178 木曜・日曜・祭日を除
いた毎日　午前10時
～午後3時30分

草加市 5811

障がい者（児）に対する活動　

アモーレ そうか光生園 入園者とリハビリを目的とした車
いすダンスを楽しむ会。ダンス未
経験者歓迎します。

179 毎月　第３日曜　午後
1時15分～3時30分

草加市 5810

カーボランティア 施設所在地に同じ 障がい児、者の通院やリハビリの
ため、社協の車を利用してのカー
ボランティア。

180 草加市 795

音訳ネット・草加「声・しばぐり」 ボランティアビューロー 声の広報「そうか」の作成・配布。
希望図書のＣＤ化。視覚障がい者
との交流。身近な情報誌「しばぐり
通信」「東武沿線情報」作成・配
布。「市議会報」・「社協だより」音
訳・配布。希望図書と対面朗読。
施設への出前朗読（毎週土曜

181 毎月第２木曜日午後1
時～3時定例会／毎
月5日・20日の2日前
活動日

草加市 5805

秋桜 新越谷ダイエー 「そうか光生園」入園者の買い物
介助。会員募集中。

182 毎月　第２金曜　午後
1時15分～3時30分

草加市 5808

草加ギブアンドテイク そうか光生園 入浴介助（衣服の着脱・爪切り・ひ
げそり・整髪等）。行事手伝。レク
リエーション手伝い。

183 毎月第１火曜　午前9
時～12時

草加市 5809

草加点字サークル 中央公民館・学校・ボ
ランティアビューロー

点訳活動を中心に視覚障がい者
との交流に力を入れる。社協主催
の点字講習会及びパソコン点訳
講習会に協力。中途失明者の点
字習得を援助。福祉教育に協力。

184 毎月　第４水曜　午前
10時～12時定例会

草加市 5807

福寿草 ボランティアビュー
ロー・施設・在宅・学校

設入所者、障がい児／者の外出
介助。在宅高齢者の支援。カーボ
ランティア。様々なボランティア要
請に対応活動しています。福祉教
育に協力。会員募集中！

185 奇数月　第1月曜日午
後１時30分 定例会・活
動随時

草加市 5812

子育てをする親とその子どもを支援する活動

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。
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

おもちゃのひろば とことこ 吉町集会所（駐車場あ
り）

おもちゃを通して子育ち支援をし
ています。お子さまのおもちゃあそ
びのお手伝いと見守り、お母さん
にのんびりとしていただき、情報交
換や交流の場としてティータイムも
やっております。（よみきかせイベ
ントあり）

186 毎月第２・第４火曜　
午後1時～3時30分

草加市 5816

杵柄会 小学校・幼稚園 高齢者が昔とった杵柄（凧づくり・
ベーゴマ・紙すき等）で幼稚園・児
童館・小学校で活動し世代間の交
流を図り障害の生きがいとする。

187 随時 草加市 5815

草加なかよし保育園 草加なかよし保育園 ①保育ボランティア②絵本の読み
聞かせ③手品披露、フルート演
奏、和太鼓演奏、人形劇公演な

188 活動内容によって異
なる

草加市 5803

草加市中央図書館 草加市中央図書館 ①ブックサポート②音訳サポート
③キッズサポート④布絵本を作る
会⑤にほんご広場⑥広報部

189 活動内容によって異
なる。要問合せ

草加市 5801

交通安全・防犯活動

そうかまち見守り隊 個人で気軽に見守り活
動。

個人でウォーキングや犬の散歩な
ど、日常の生活の中でできる見守
り活動。１、徒歩パトロール２、わ
んわんパトロール

190 入隊（更新）
ごとの講習の
受講、新規登
録は随時

週１回以上　 草加市 730

その他

スポ吹き　あけびの会 中央公民館など スポーツ吹き矢を通じて健康づくり
に取り組む。

191 随時 草加市 5823

ほほえみの会 地域 募金及び支援活動。192 随時 草加市 5821

家庭看護ネットワーク「まごの
手」

谷塚文化センター・施
設・在宅

家庭看護の学習と交流を願う人を
持って組織し、家庭看護の実習、
家庭看護に係る知恵や知識・情報
の交流を図ります。施設や個人宅
の支援や行政とのパイプ役。

193 毎月　第２火曜　午後
1時～4時定例会・活
動随時

草加市 5813

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

草加市立病院 草加市立病院 総合案内・読み聞かせ・アフタヌー
ンコンサート、院内の飾りつけ、
カード制作、病棟図書の管理

194 月～金及び第1・3土
曜日　１単位2時間半
とし4つの時間帯から
選ぶ

草加市 5802

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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