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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

上尾市

高齢者に対する活動

あげお愛友の里 施設所在地に同じ 利用者の方たちとコミュニケーショ
ンを図りながら、お風呂上がりのド
ライヤーかけ、お茶入れ、お話し
相手等

1 活動により異なる 上尾市 791

いきがい「りんりんの会」 上尾市総合福祉セン
ター

地域の介護施設や小中学校から
の福祉教育の依頼を受けて、車イ
ス利用者との接し方、車イスの扱
い方の説明、車イスダンスの楽し
さと交流などをメニューに、ボラン
ティア活動を行う

2 第1.第3木曜 上尾市 452

いきがい愛の会 支援先指定場所 高齢者のいきがい促進のため、地
域社会貢献活動とその仲間作りを
目的として、上尾ふれあい広場ボ
ランティア、上尾社協絵手紙、見
守り訪問、県社会福祉事業団「あ
げお」絵手紙指導などを行う

3 年間事業計画を実行 上尾市 462

おりづる会 ボランティアビューロー 高齢者施設等にて折り紙を通じて
交流活動

4 第４金曜 上尾市 425

ドレミファ空の会 らぽーる上尾 老人ホーム「らぽーる上尾」で伴
奏と歌の協力指導をし、参加者と
一緒に歌い、歌詩集作成をする

5 第２火曜 上尾市 427

ふじ学園 ふじ学園 生活介助（排泄・更衣）、作業運動
介助支援

6 月～金9時半～16時
半　土開園あり　応相
談

上尾市 5504

ふれあい電話 ボランティアビューロー 高齢者（単身・夫婦・日中単身）障
がいのある方に、電話で話し相
手、安否確認、見守り活動

7 毎週木曜日・金曜 上尾市 438

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

ほっとサロン 上尾市柏座3-10-8 リサイクルを活用した物づくり（つ
るしびな、小物入れ他）及び販売
や、地域サークル活動の場所を提
供、書道教室、高齢者福祉資源
の情報提供、『ヘッドタッチケア』な
どを行う

8 月～金 上尾市 442

ボランティアグループ手芸の会 ボランティアビューロー 寄付して頂いた着物や布を利用し
て、月２回 作品の企画と製作を
し、施設用の作品も企画し、訪問
して一緒に作ります。

9 第２・４水曜 上尾市 434

むかし遊び演技集団｢童夢21｣ 訪問先 高齢者施設や地域のサロン、学
童を訪問し、参加型での活動

10 第１、３月曜、第２水
曜

上尾市 432

リンガーベル ボランティアビュー
ロー、公民館、施設

ベル演奏と、曲に合わせて歌った
りして施設を慰問

11 月もしくは木の午後
（月１回）

上尾市 428

歌のボランティアわらべ 市内高齢者施設、しの
のめ他

高齢者施設へ訪問して、利用者と
ともに歌う（月９回）

12 月9回 上尾市 430

介護者支援の会　あげお 市民活動支援センター 介護者サロン「ひとやすみ」の運
営、介護や介護者支援について
の学習や研修や、サロンの広報
啓発介護や介護者に関する事業

13 第３金曜 上尾市 441

傾聴ボランティアなごみの会 ボランティアビュー
ロー、市内福祉施設等

福祉施設等において、傾聴ボラン
ティア活動

14 随時 上尾市 439

原市ハーモニカクラブ 原市公民館 月2回、施設へ行き、ハーモニカの
合奏、独奏をする

15 水曜日 上尾市 437

在宅サービス上尾（サロン・陽だ
まり）

ボランティアビュー
ロー、コミュニティセン
ター調理室

認知症の方を含む高齢者のサロ
ンの運営、年3回バスツアーも企
画

16 第2・第4火曜 上尾市 440

施設ボランティアたんぽぽ 特別養護老人ホーム
「しののめ」在宅介護
支援センター

利用者さんへの入浴後の水分補
給と整髪をしながらの話し相手、リ
ネン交換の職員の手伝い

17 第１・３水曜 上尾市 422

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

上尾市民謡民舞指導者協議会 福祉施設等 民謡や童謡を唄ったり、民部を
踊ったりして施設を慰問

18 随時 上尾市 426

茶道ボランティア喫架 パストーン浅間台 ホーム入居者対象に茶道を通して
日本の伝統文化を習い、趣味を持
つ楽しみを感じてもらい、花、歌、
話など入居者の方と話題の共有
をする

19 第２水曜他 上尾市 424

特別養護老人ホーム　パストー
ン浅間台

施設所在地に同じ ①デイサービスセンター（ドライ
ヤーかけ、手工芸、折り紙などの
補助）②特養（見守り、昼食後の
片づけ、書道クラブの補助、ドライ
ヤーかけ、洗濯物畳み等）

20 活動により異なる 上尾市 258

美育ボランティアWith you 会長宅 自宅を開放した生け花の展示会
（ロハス）の開催、市内イベントへ
の参加、体験コーナーの開設、老
人ホームへの訪問など

21 第1･3木曜 上尾市 436

武州伊奈相撲甚句会 デイサービス、自治
会、公民館（サロン交
流会）、病院

デイサービス、だんらんの家、サロ
ン交流会での相撲甚句披露、相
撲甚句公演を行う

22 随時 上尾市 429

障がい者（児）に対する活動　

あおぞらクラブ 市内から県外（一泊旅
行）

定例会行事（お花見、バーベ
キュー、東京タワー見物、ボウリン
グ、ハイキング、一泊旅行、等々）
の企画運営他

23 第２日曜 上尾市 454

こより会 コミュニティーセンター
和室

障がい者支援のために、手作り品
（手芸品など）を作製

24 第１、３水曜 上尾市 455

サークル　青年学級 主として大谷公民館 知的障がいのある受講者に向け
て、料理、スポーツレクリエーショ
ン、施設見学、ボーリング、折り紙
などの余暇活動のお手伝い

25 第4日曜 上尾市 456

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

すまいるラボ/NPO法人　すまい
るネット

施設所在地に同じ 障がい者の就労支援施設、B型作
業所。
手芸、草木染をやって、出来上
がった布製雑貨を店頭で販売

26 月～金 上尾市 790

なないろ 上尾市総合福祉セン
ター

月に一度の「なないろトーク」（8月
は休みのため年11回）を開催、障
害を持つ当事者が地域の中でより
よく生きていく為に必要なこころと
からだの学習講座を開催

27 第3火曜 上尾市 458

プラスハート 施設住所に同じ 精神障害のある方が働く（内容:軽
作業、自主製品作り、販売）事業
所において、イベント等の販売時
に販売を手伝う

28 土・日曜など日中 上尾市 5508

県立上尾かしの木特別支援学
校

施設所在地に同じ（上
尾市平塚１２８１－１）

授業や学校行事等、児童生徒の
学習活動で教員の指導補助

29 育成講座受
講要

依頼日 上尾市 254

埼玉県社会福祉事業団　あげお 施設所在地に同じ（手
工芸品作製は自宅で
も可）

手工芸品作製、生け花の補助、陶
芸製作の補助、喫茶室運営補助
等

30 活動内容により異な
る

上尾市 5503

障がい児者芸術クラブ ボランティアビューロー 知的に障がいがある児童・生徒・
成人に対して書道を通しての芸術
活動を行う

31 第2・第4　土曜 上尾市 457

上尾市ガイドヘルプユー・アイ 上尾駅周辺 制度で対応出来ない視覚障がい
者の外出介助、視覚障がい者と
共に社会参加し福祉教育への協
力、外出介助法の講座開催

32 第３土曜日、個人対
応は随時

上尾市 449

上尾市手話通訳問題研究会 コミュニティセンター、
富士見小他

手話の学習や、手話講習会の委
託運営（上尾市聴覚障害者協会と
共に）、小中学校における福祉体
験講座（上尾市聴覚障害者協会と
共に）を開催他

33 （昼）第１・第２火曜
日、第３・第４土曜日　
（夜）毎週火曜日

上尾市 460
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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

上尾市聴覚障害者協会 コミュニティセンター 聴覚障がい者の福祉の向上を目
的とし、手話講習会を主体とした
手話の啓発と、
手話と情報アクセスや聴覚障がい
者問題の啓発も行う

34 第１・第２火曜　第３・
第４土曜　毎週火曜

上尾市 459

精神保健ボランティア　ハーモ
ニー

県立自立支援センター
｢けやき荘｣､市役所､響
の森ホール

県内自立訓練施設けやき荘にて、
精神障が者との交流を深め、レク
リエーション・料理・上尾福祉会の
市役所販売。芽生えの会や、桶川
響の森ホールでの販売、メンバー
さんとのカラオケ等を行う。

35 月曜日～金曜日 上尾市 453

地域活動支援センター身障デイ
サービス　あけぼの

施設所在地に同じ 入浴後の髪を乾かして頂ける方
（ドライヤーかけ）や歌や楽器の演
奏など

36 月～金 上尾市 789

点訳ＥＹＥ 市民活動支援センター 携帯用点字カレンダー作成、小中
学校の福祉体験授業への講師派
遣、視覚障がい者のための各種
点訳事業

37 第２・４金曜 上尾市 450

点訳グループのぞみ 自宅、社協（団体室） 時刻表・雑誌・料理教室のレシピ・
歌声教室の歌詞などの点訳

38 不定期 上尾市 451

朗読ボランティアグループやまび
こ

ボランティアセンター、
ボランティアビュー
ロー、らぽーる上尾、
自宅、図書館

視覚障がい者の方々への新聞記
事・タウン誌・取材等から録音図
書（CD、テープ）の制作、リクエスト
本などをCDやテープに制作、リス
ナー宅での対面朗読、広報・上尾
市声の議会だよりデイジー版作製
他

39 随時 上尾市 448

子育てをする親とその子どもを支援する活動

こども食堂「とまと」 二ツ宮公民館 子どもだけでも気軽に入れて、温
かいゴハンが食べられる場所作
り、時には宿題をしたりして、夕方
のひとときを一緒に過ごす。

40 水曜 上尾市 447

ころぽっくる第二保育園 施設所在地に同じ 乳幼児の保育・排せつ・着脱介
助・お掃除・おもちゃの消毒

41 平日 上尾市 792
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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

なごみケア（学習支援ボランティ
ア）

柏座公民館（上尾市柏
座２－１４－２－）

主に経済的に困難な状況にある
小学生を対象とした、計算・音読・
漢字等の基礎的な勉強や宿題の
お手伝い

42 月・木曜 上尾市 253

バナナキッズ 施設所在地に同じ 子どもたちと一緒の外出補助、お
やつ作りや工作活動、食事や着
替えの介助等

43 月～金曜　学校終了
後～17時15分

上尾市 260

ペンギンの部屋 ペンギンの部屋 主に不登校の子ども達への学習
支援、成長発達支援、保護者の
方々への教育相談、カウンセリン
グを実施

44 毎週水曜日・土曜日　
その他長期休日など

上尾市 445

彩の子ネットワーク 上尾市つどいの広場
「あそぼうよ」ほか

保育、親子の集いの遊びや見守り45 要相談 上尾市 5506

紙芝居　やぎさん一座 上尾市児童館(2箇
所)、小学校、幼稚園、
保育園、施設

紙芝居の制作、スライドショーの
制作、紙芝居と腹話術の実演

46 定期公演(上尾市児
童館)毎月第２・３水曜
日、他は随時

上尾市 431

上尾小学校おやじの会 上尾小学校及びその
学区内

上尾小学校の学区内で食育のた
めの農園作業、地域応援活動、小
学校及びPTA・地区委員との連携
活動、地域学童の為のイベント
（餅つき、110番の家スタンプラ
リーなど）を行う

47 不定期 上尾市 443

東町小学校おやじの会 東町小学校 子ども達への健全育成を目的と
し、小学校行事のお手伝いや地域
に貢献する活動（小学校資源回収
協力、年1回の子ども目線で行動
しながらの防災キャンプ）

48 土日 上尾市 444

災害時支援・防災活動

ReVA　復興ボランティアチーム・
上尾

上尾市内及び全国の
被災地等

全国の災害復旧、復興支援(東日
本大震災・熊本地震・水害・竜巻・
雪害）、仮設住宅などの生活支
援、コミュニティサポート、復興応
援イベント等

49 不定期 上尾市 461

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

その他

アミティ ボランティアビューロー 児童養護施設の子どもたちへ卒
園時の記念セーターを、他の子ど
もたちにはマフラー・帽子・ベスト・
キャラクターマスコット・腹巻等な
どを手作りの編み物を中心にプレ
ゼント

50 金曜日（毎月1回） 上尾市 435

はらいち日本語教室 原市公民館 外国人の方に日本語を教える51 毎週金曜日　夜７時
から９時

上尾市 680

古切手整理グループ ボランティアビューロー 古切手や書き損じはがきを整理を
し、ひとみ園へ送付

52 第１・３火曜 上尾市 423

社会福祉法人上尾あゆみ会　上
平事業所

市内各地 市内の関係企業までのクリーニン
グトラックでの運搬作業 （2tトラッ
ク運搬作業）

53 月～金のうち2日程度
８～16時

上尾市 5507

若者の就労支援ネットワーク・
ムーミンの会

事務局（公民館）セミ
ナー（ｽﾎﾟｰﾂ総合ｾﾝ
ﾀｰ）その他活動に応じ
て職場見学など

年1回の公開相談会と就労視線セ
ミナーの開催や、6ヶ月の伴走支
援、月１～２回の若者の居場所
「ムーミン広場」の実施、月１回伴
走支援者交流、研修、月１回事務
局会議を行う

54 事務局（第３月曜
日）、ムーミン広場（土
曜日）就労活動

上尾市 446

上尾ハーモニカクラブ　かがやき しののめ、ふじなみ、デ
イサービス

ハーモニカ演奏(伴奏)で参加者皆
さんと合唱をする

55 毎月２ヶ所（２回）、３ヵ
月毎１箇所（１回）

上尾市 433

上尾市図書館ボランティア 上尾市図書館 配架作業、図書館まつりなどの運
営・受付等、図書館情報誌編集等

56 第1水曜、各種イベン
ト時

上尾市 252

情報・にぎわい発信ステーション
　あぴっと！

上尾東口再開発ビル２
Ｆ

上尾駅前コンシェルジュとして店
舗での総合案内、イベントの開催
運営補助

57 随時 上尾市 255

新聞切り抜きグループ ボランティアビューロー 福祉活動に関する新聞記事を切
抜き掲示する活動、他のボラン
ティアグループに切り抜いた記事
を提供

58 毎週金曜 上尾市 463

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

特定非営利活動法人上尾市身
体障害者福祉会　多夢向

施設住所に同じ 送迎車の運転、紙製品での干支
作り、押し花しおり等の製作お手
伝い

59 活動内容に異なる 上尾市 788

桶川市

高齢者に対する活動

NPO地球足もみ健康法実践普
及協会　桶川支部

足もみ講習会・施設でも足もみボ
ランティア活動

60 桶川市 703

ウクレレエコーズ 施設やふれあい学級などに訪問
しての演奏活動

61 桶川市 720

オカリナ・フレンズ 施設等に訪問してのオカリナの演
奏

62 桶川市 722

クレッシェンド 演劇や歌の発表を通した世代間
の交流活動

63 桶川市 706

シルバー民謡同好会 施設等に訪問しての民謡の演奏64 桶川市 721

なごみの会ハーモニカ 施設等でのハーモニカ演奏65 桶川市 718

ハーモニー 施設等に訪問してのハーモニカの
演奏

66 桶川市 723

ほがらか合唱団 イベントや高齢者施設等での合唱67 桶川市 716

ほほえみ お話し相手68 桶川市 707

もえぎの会 施設等に訪問し、ボランティア等を
行う

69 桶川市 713

やまぶきの会 泉２丁目地域の食事会70 桶川市 692

愛の家　グループホーム桶川 施設所在地に同じ 入居者との話し相手、散歩の付き
添い等

71 随時 桶川市 302

運転ボランティア　桶川ドライ
バーズクラブ

埼玉県内 高齢者や体の不自由な方の通院
や社会参加等の移動を支援する

72 随時 桶川市 673

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

桶川三曲協会 集会所など 三曲（箏・尺八・三味線）演奏を各
保育所・幼稚園・学校・老人施設
などで行うボランティア、定期演奏
会・文化祭参加

73 随時 桶川市 675

桶川市グランドゴルフ協会 フランドゴルフ指導74 桶川市 704

桶川市赤十字奉仕団 訪問活動、救急法の実施75 桶川市 690

桶川市老人福祉センター 老人福祉センター集会
室

カラオケの入力・操作・司会76 登録制月～土曜(特に水曜） 桶川市 5516

桶川文化団体連合会 市民活動サポートセン
ター他

ボランティア演奏・ふれあい体験、
文化を語る会開催

77 第2火曜他 桶川市 670

桶川友和会 フランドゴルフ指導78 桶川市 686

音紬ふれんづ ハーモニカ演奏等79 桶川市 710

絵手紙藤の会 絵手紙による友愛ハガキ80 桶川市 688

給食サービスたんぽぽの会 食事サービスの実施81 桶川市 682

傾聴・家庭看護の会 訪問傾聴活動は利用
者宅

高齢者や障害を持った人に対する
傾聴（お話し相手）のボランティア

82 随時 桶川市 666

傾聴べにの花 お話し相手83 桶川市 705

埼玉デイサービスセンター　我が
家

桶川市東２－１２－２７ 高齢者にレクリエーション活動の
披露（歌、楽器、手品等）、介護ボ
ランティア体験、高齢者の方との
ふれあい

84 定期、不定期どちらも
可。ご相談下さい。

桶川市 677

障害者福祉サービス事業所　い
ずみの家

施設所在地に同じ 利用者との交流、作業補助等85 随時 桶川市 308

折り紙案山子 福祉施設での指導、交流86 桶川市 684

折り紙教室こすもす 講習会の実施、福祉施設に寄贈87 桶川市 697

朝日ふれあい仲間 朝日地域の食事会88 桶川市 691

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

津軽三味線を楽しむ会 高齢者施設での津軽三味線の演
奏

89 桶川市 717

藤小町舞踏会 高齢者施設等での発表90 桶川市 712

弥生の会 べに花の郷にて朗読91 桶川市 693

鈴の音会 高齢者施設等で高齢者と民謡を
楽しむ

92 桶川市 711

朗読ボランティアグループ　さん
ふらわぁ

桶川市地域活動セン
ター他

図書館、高齢者施設などを訪問
し、朗読などをする

93 第4木曜他、個人宅に
は随時

桶川市 668

障がい者（児）に対する活動　

オレンジ 地域の障害児との交流94 桶川市 702

ボランティアグループ紅花の会 地域福祉センター、市
内老人ホーム他

視覚障害者、高齢者、児童の
方々を対象に音訳・朗読や情報提
供支援活動などを行う。広報おけ
がわの音訳、拡大写本作成

95 月１～2回程度 桶川市 669

もみの木 グランドゴルフでの交流、古切手・
使用済みのテレカの回収

96 桶川市 695

わん 地域の障害児との交流97 桶川市 708

桶川ＩＴネット 東公民館パソコンルー
ム

パソコンボランティアとして、ＩＴ講
習会の講師、視聴覚障がい者の
パソコンサポート、パソコン技能サ
ポートセンター講師

98 活動により異なる 桶川市 676

桶川ドリームクラブ 外出介助、ガイドヘルプ99 桶川市 687

桶川手話サークルチャイム 手話通訳、学習会、交流100 桶川市 694

点字コスモスの会 点訳、交流101 桶川市 683

点字レモンの会 点訳、ハーモニカ演奏102 桶川市 689

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

ふれあい育成救援基金 募金活動103 桶川市 699

ゆずり葉 おもちゃの病院、街角カフェ、花の
会ボラ、整髪ボラ等

104 桶川市 725

桶川子どもの本の会 本を読む会、お話会の開催105 桶川市 698

新日本婦人の会　桶川支部 女性の権利、子どもの幸せに関す
る活動等

106 桶川市 726

自然保護、環境保全活動

桶川楽郷の会 石川川の緑化等107 桶川市 714

公園管理・地域美化活動

(社）家庭倫理の会桶川 清掃活動・各種セミナーの開催な
ど

108 桶川市 701

桶川花と緑をいっぱいにする会 桶川駅西口線路沿い
の花壇、駅西口ロータ
リー・公園、響の森入
口子育て支援センター

花を育てる～定植まで行い、水や
り・草取り・花がら摘みなどの花の
管理、イベント参加

109 火曜 桶川市 672

その他

NPO法人　ナルク埼玉中央 時間預託という会員相互の助け
合いを行っている

110 桶川市 696

SAU彩の国アニマルユニオン 着ぐるみによるグリーティング111 桶川市 719

おけがわ日本語友の会 公民館研修室 外国籍の方々の日本語学習を支
援するボランティア、学習者に応じ
て会話・読み書き・受験対策など
個々の必要性を見極め一対一で
サポート

112 木曜 桶川市 674

桶川ギターアンサンブル クラシックギターの演奏113 桶川市 715

桶川市ガイドボランティアの会 市内全域、近隣市町村
及び県外

桶川市内の史跡案内（観光協会と
連携）、市内小中学校の学習支
援。

114 第１土曜、第3火曜他 桶川市 671

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

桶川市ボランティア市民活動ネッ
トワーク（おけがわボランティア）

地域福祉活動セン
ター、市民活動サポー
トセンター

イベント開催、交流会、フェスティ
バル等の企画運営

115 定例会　第3月曜 桶川市 667

桶川市美術会 絵画の展示116 桶川市 709

住みよい桶川をつくる会 住みよい街づくりの推進117 桶川市 685

地域文化研究会 地域文化・文化財・自然の案内説
明・指導

118 桶川市 700

鴻巣市

高齢者に対する活動

あきざくら 老人保健施設「秋桜」 お年よりのお話し相手119 第1･3火曜 鴻巣市 181

アベリア会 市民センター 赤見台地区の７０歳以上の一人
暮らしの方との会食・交流

120 年6回 鴻巣市 183

いきいきクラブ境 境集落ｾﾝﾀｰ 地域のお年よりを対象に介護予
防、生きがい作りを目的に体操･
ゲーム・歌･創作活動実施

121 第4金曜 鴻巣市 204

いきいきクラブ広田 創作館 地域のお年よりを対象に介護予
防、生きがい作りを目的に体操･
ゲーム・歌･創作活動実施

122 第3水曜 鴻巣市 188

ハーモニカ・V・St74 市内施設 ハーモニカとギターを演奏して、一
緒に歌うことを楽しんでもらう交
流・訪問活動

123 随時 鴻巣市 565

ボランティアグループたんぽぽ 特別養護老人ﾎｰﾑ馬
室たんぽぽ翔裕園

お年よりのお話し相手124 第2･4水曜 鴻巣市 177

ボランティアグループピカピカ 老人保健施設「こうの
とり」

喫茶や・習字クラブの手伝い125 金曜 鴻巣市 180

介護老人保健施設　秋桜（こす
もす）

施設所在地に同じ 利用者さんの日常生活・レクリ
エーション等のお手伝い、お話し
相手など　興味特技等を活かして
披露

126 希望による 鴻巣市 786

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

笠原ボランティアの会 笠原公民館 笠原地区の７０歳以上のひとり暮
らしの方に配食ｻｰﾋﾞｽ

127 年6回 鴻巣市 186

給食配達サービスボランティア 川里地域 高齢者の安否確認及び給食配達
サービス

128 第1･3金曜 鴻巣市 175

傾聴ボランティア鴻聴の会 特別養護老人ホーム
「タンポポ翔裕園」

お年寄りの話し相手129 第2火・金曜、第4木曜 鴻巣市 563

広田第一いきいきクラブ 原公民館 地域のお年よりを対象に介護予
防、生きがい作りを目的に体操･
ゲーム・歌･創作活動実施

130 第2月曜 鴻巣市 189

将棋ボランティア「桂馬の会」 高齢者施設等 将棋の相手をする施設訪問活動131 随時 鴻巣市 192

新井いきいきクラブ 共和こども交流の家 地域のお年よりを対象に介護予
防、生きがい作りを目的に体操･
ゲーム・歌･創作活動実施

132 第2金曜 鴻巣市 187

水翔の会 特別養護老人ホーム
「翔裕園」

お年寄りの話し相手133 第3水 鴻巣市 562

田間宮ボランティアのぞみ会 田間宮生涯学習セン
ター

田間宮地区の７０歳以上の一人
暮らしの方に配食サービス、「ふ
れあい昼食会」を開催

134 第4水曜 鴻巣市 184

特別養護老人ホーム　てねる 施設所在地に同じ 趣味や特技の披露（ダンス・マジッ
ク・歌など）

135 希望に応じる 鴻巣市 787

馬室ボランティアなかよしクラブ あたご公民館 馬室地区の７０歳以上のひとり暮
らしの方に配食ｻｰﾋﾞｽ

136 偶数月第1水 鴻巣市 185

箕田地区ボランティアささりんど
う

箕田公民館 箕田地区の７０歳以上のひとり暮
らしの方との会食・交流

137 年6回偶数月の第3日
曜

鴻巣市 182

友愛電話ボランティア 総合福祉センター 65歳以上のひとり暮らしの方に安
否確認の電話訪問

138 火・木曜 鴻巣市 174

障がい者（児）に対する活動　

ガイドヘルパーさくら 吹上生涯学習センター 視覚障がい者の外出介助、ガイド
ヘルプ講習実施

139 第2火 鴻巣市 160

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

ガイドヘルプこうのす 総合福祉センター内 視覚障がい者の外出介助と交流
会開催、ｻｳﾝﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙﾃﾆｽ活動支
援（毎水曜）

140 第2水曜 鴻巣市 159

こうのす手話サークル 福祉センター、吹上福
祉センター・生涯セン
ター

聴覚障がい者から手話を学び、交
流により理解を深め、社会参加を
支援する。

141 場所により異なる 鴻巣市 154

こうのとり 総合福祉センター内 視覚障がい者の目の代わりに広
報等の情報を読み、録音テープ・
ＣＤ作成〈拡大写本班〉視覚障が
い者が読みやすいよう拡大文字で
文章を写す〈友愛班〉「お話しサロ
ン」・傾聴活動

142 不定期 鴻巣市 156

なかよしキラキラ手話サークル 中央公民館 聴覚障がい者との交流を通して理
解を深め地域社会に手話を通じて
貢献する

143 金曜 鴻巣市 153

ハーネスクラブ 目の不自由な人や、盲導犬につ
いての理解・啓発活動

144 随時 鴻巣市 161

ヘリコプター 総合福祉センター、市
民活動センター

盲ろう児と会員との交流を通し、
盲ろう児・者の社会参加を目的と
する活動

145 月1回（土または日） 鴻巣市 558

ボランティアグループ風花 吹上福祉センター内 朗読･音訳活動／高齢者向け作
品制作･訪問上演

146 随時 鴻巣市 157

らーらこうのす 精神保健福祉ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動、精
神障がい者の方の地域生活支援

147 第1月曜 鴻巣市 162

音声ガイド鴻巣うさぎのみみ 映画に音声ガイドを付け、視覚障
がい者と共に楽しむ活動

148 鴻巣市 206

鴻巣点字サークル「円」 総合福祉センター 視覚障がい者向け、市広報物の
点訳と点字製本、依頼文書や図
書等の点訳と点字製本、点字体
験指導（ボランティア、市内小学
校）他

149 第２・４水曜日 鴻巣市 134

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・集会 総合福祉センター内 手話の勉強・きこえない人への情
報提供手話を広める

150 水曜 鴻巣市 155

吹上点字の会すずたけ 点字の勉強と点訳活動／点字講
習実施

151 随時 鴻巣市 158

生活支援サービス　にじ 生活支援サービスにじ
　事業所内

障がい者・児の生活サポート事
業、障害福祉サービス事業、家族
が用事の際の一次預かり、通院
の手伝い、派遣・外出援助。

152 随時 鴻巣市 143

子育てをする親とその子どもを支援する活動

ともだち文庫 宮前本田集会所 毎月２回の本の貸し出し（そのうち
１回は昔話の語り、絵本の読み聞
かせを含む）
 季節ごとの工作や小物作り等

153 毎月第１・３月曜 鴻巣市 147

ネットワークｋｏｋｏ 箕田公民館 楽しい子育てを目指して必要な支
援と講座実施

154 第3金曜 鴻巣市 559

ハッピーママの会 市民センター 子育てママの交流サークル155 第1月曜 鴻巣市 199

わらべうた親子教室‘あそぼ’ あたご公民館 子育て支援・親育ち支援に関する
講座

156 第1・4水 鴻巣市 198

家庭文庫えほんのいえ 宮前　飯島宅で活動 子どもたちに絵本や児童書の貸
出し、読み聞かせ。夏のお楽しみ
おはなし会（７月）冬のお楽しみお
はなし会（12月）

157 第1･3土曜 鴻巣市 163

鴻巣よみきかせの会 図書館（鴻巣中央・県
立熊谷）、市内児童セ
ンター、市内小学校等

図書館のおはなしのへや、学校等
で子どもたちに昔話などの語り
や、絵本の読み聞かせを行う

158 土曜日 鴻巣市 138

雑草クラブ 総合福祉センター・鴻
巣児童センター

自然をテーマに手作りの知識を子
ども達に伝え、共に楽しむ活動

159 第4土曜 鴻巣市 167

子育てサロンほっとたいむ 子育てサロン開催160 第1･3金曜 鴻巣市 164

子育て支援わくわくサロン 市民センター 子育てサロン開催161 第3月曜 鴻巣市 200

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

託児ボランティア　ひなの会 各小学校 入学説明会、健康診断、講演会に
おける託児

162 鴻巣市 165

特定非営利活動法人心の子育
て支援ハッピーマザー

コミュニティふれあいセ
ンター

子育てサロン開催163 第1月曜 鴻巣市 214

読み聞かせグループ”たんぽぽ” 吹上図書館　吹上地区
小学校　吹上地区学童
保育所　老人会

図書館、学童保育室、文庫、小学
校でのストーリーテリング・絵本読
み聞かせ、たんぽぽ文庫の運営

164 随時 鴻巣市 142

不登校支援　「風船の会」 市民活動センター 不登校の子どもの親へのサポー
ト・相談

165 第1木、第3土 鴻巣市 201

布絵本ボランティアふわふわ 鴻巣市立中央図書館 布絵本製作166 第2・3木曜 鴻巣市 216

遊びのボランティア 鴻巣児童センター 昭和の遊びを子どもたちと共に楽
しむ活動

167 第2土曜 鴻巣市 166

スポーツに関連した活動

スポーツボランティア イベント会場周辺 東日本実業団駅伝、パンジーマラ
ソン、市民体育祭等の運営補助・
交通整理など

168 登録制のた
め事前登録
が必要

随時 鴻巣市 150

自然保護、環境保全活動

フラワーメイト 鴻巣市松原 公演の除草、美化活動169 3月～12月（火曜） 鴻巣市 561

竹林公園笠原ボランティアの会 竹林公園 竹林公園の除草・清掃及びグラン
ドゴルフ場の整備

170 予定表による 鴻巣市 560

公園管理・地域美化活動

サスナー会 松原 公園の草花の手入れ、地域ｺﾐｭﾆ
ﾃｨの場作り

171 日曜 鴻巣市 168

花のボランティア（コスモス）市公
認団体

吹上生涯学習センター 公共施設の花壇、植栽管理、植
替え等

172 土・日曜 鴻巣市 215

花のボランティア「フラワーフレン
ズ」

公共花壇 観光戦略課が指定した公共花壇
の植栽、雑草除去、花がらつみ等

173 活動カレンダーによる 鴻巣市 149

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

公園緑地等監視員 市内公園 自宅周辺の公園緑地等の巡回・
監視、樹木や公園遊具の損壊・故
障を把握し、月1回の報告書作成

174 随時 鴻巣市 151

真如苑早朝奉仕班 鴻巣駅 鴻巣駅清掃活動175 土・日・月曜 鴻巣市 169

災害時支援・防災活動

オバトン 被災者支援・交流176 第2火、第4木曜 鴻巣市 210

交通安全・防犯活動

グルット　パトロール隊 神明1丁目、加美の一
部八幡田の一部

地区内の防犯・防災及び北小学
校の登校見守り

177 毎週月～金曜 鴻巣市 212

ワンワンパトロール宮前本田 宮前本田、箕田、登
戸、糠田、箕田地区で
活動

朝夕、犬と共に地域の見回り活
動・学校応援団

178 毎日 鴻巣市 170

田間宮自主防犯パトロール隊 田間宮地区 地域の防犯パトロール及び児童
の交通安全

179 毎日 鴻巣市 171

その他

NPO法人ヒューマンネットライフ
工房

施設所在地に同じ 健康食の提供及び健康講座の開
催芸能・スポーツ普及交流事業

180 鴻巣市 213

いきがい鴻巣３５ 市内 鴻巣市内のボランティア活動に参
加

181 鴻巣市 202

いけ花ボランティア千日紅 小松の里 季節の花を高齢者施設の方々と
アレンジメントフラワーで楽しむ

182 偶数月第2火曜、奇数
月第2水曜

鴻巣市 211

ヴィオリラアンサンブル風香 市内 ｳﾞｨｵﾘﾗの演奏と一緒に歌うことを
楽しんでもらう訪問活動

183 鴻巣市 193

おいねづか人形劇グループ 市内保育所等 人形劇の製作・上演活動184 鴻巣市 190

こうのすうどんボランティア麦の
会

うどん作りを共に楽しむ185 鴻巣市 209

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

こうのす国際交流市民の会 中央公民館、市民活動
センター、綜合福祉セ
ンター

外国人との交流、日本語学習の
支援および生活相談、外国人児
童生徒への日本語指導

186 金・土曜日 鴻巣市 137

コーラルぎんもくせい 病院、福祉施設等 合唱で交流を図る、施設等の訪問
ボランティア

187 随時 鴻巣市 195

ゴールデンクローバー バンド演奏と歌で楽しいひと時を
過ごしてもらう活動

188 随時 鴻巣市 196

ハーモニカボランティア青空 福祉施設（まきば園、
小松の里、そよ風、秋
桜）等

ハーモニカを演奏して、一緒に歌
うことを楽しんでもらう交流・訪問
活動

189 鴻巣市 194

バルーンアート・夢ふうせん 吹上地域福祉セン
ター、各種依頼元

バルーンアート作りを楽しんでもら
う活動、施設慰問

190 随時 鴻巣市 145

ビューティボランティアきらり ﾒｲｸ・ﾏﾆｷｭｱ・ハンドマッサージを
通して交流　訪問活動

191 随時 鴻巣市 208

ほっと大工ボランティア 依頼者宅及び吹上地
域福祉センター

障害者・高齢者宅・母子世帯の住
宅の小直し

192 第2日曜 鴻巣市 146

マウスルームこうのす 総合福祉センター パソコンを勉強し、ＨＰ作成など、
パソコンを使った活動

193 第2・4水曜 鴻巣市 191

外国人のための日本語教室「コ
スモスひろば｣

吹上生涯学習センター 外国人のための日本語学習支援194 木曜 鴻巣市 173

観光ボランティア鴻巣ガイド会 中山道、川里地区、寺
谷、笠原地区、吹上地
区

歴史、文化、産業を紹介、ガイド依
頼を受けて、ガイド活動、会員研
修会、歴史再発見ツアーの企画、
駅からハイキング・びっくりひな祭
り協力

195 第２月曜日 鴻巣市 136

琴良会 大正琴の演奏と伴奏に合わせて
歌うこと楽しんでもらう活動

196 随時 鴻巣市 205

鴻巣おもちゃの病院 鴻巣児童センター・箕
田児童センター・吹上
児童センター

子ども達のおもちゃの修理197 第3日、第4金、第4土
曜

鴻巣市 135

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

鴻巣びっくりひな祭り 各会場 会期中会場受付、人形の展示・片
づけ他

198 2月上旬～3月中旬 鴻巣市 148

鴻巣マジック同好会 中央公民館、鴻巣市内
福祉施設他

市内各施設でのマジックショウ　
他に研修旅行、マジックショウの
見学

199 第２・４金曜日、第２土
曜日

鴻巣市 144

鴻巣献血ルーム 埼玉県運転免許セン
ター内献血ルーム

来場者に献血の呼びかけ等受け
入れのお手伝い

200 随時 鴻巣市 152

鴻巣市教育委員会 市内小中学校 大学生学習ボランティアとして、市
内小中学校で教科等の学習指
導・学校行事補助、部活動の支
援、特別に配慮が必要な子供へ
の支援

201 各学校の計画により
異なる

鴻巣市 2

鴻巣市食生活改善推進員協議
会

市内公民館 健康づくりの活動を地域において
推進

202 鴻巣市 207

鴻巣市赤十字奉仕団 市内 災害救護、募金活動、施設ボラン
ティア

203 随時 鴻巣市 197

鴻巣市日中友好協会 日中友好のための草の根交流活
動（太極拳、講演会、中国語講
座、餃子の会など）

204 不定期 鴻巣市 172

鴻巣紙芝居　えがお 図書館、学童保育室、
子育てサロン、高齢者
施設、自治会など

高齢者施設、学童保育所、子育て
サロン等の会場に出かけて、紙芝
居の上演を行う。

205 第１火曜日、その他
は活動場所に合わせ
て

鴻巣市 139

鴻巣地区更生保護女性会 随時 更生保護事業が円滑に遂行でき
るように女性の立場から支援・協
力をすること

206 随時 鴻巣市 566

車椅子ボランティアりんりん 総合福祉センター 車いすでの外出を介助・交流207 随時 鴻巣市 179

手助けの会 総合福祉センター 古切手の整理208 第2水曜 鴻巣市 203

城花流室美会 あたご公民館 踊りを楽しんでもらう訪問活動209 日曜 鴻巣市 564

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

吹上カウンセリング勉強会 吹上福祉センター 話し相手ボランティア活動と勉強
会

210 随時 鴻巣市 176

天文サークルいちばんぼし 鴻巣児童センター　プ
ラネタリウム室

一般投映、自主投映、学習投映
（幼児投映含む）、駅前観望会、児
童センター事業への参加

211 隔週土・日曜 鴻巣市 140

特定非営利活動法人ワーカーズ
コレクティブ　こうさてん

コミュニティカフェ　幸
茶店（こうさてん）

コミュニティカフェ「幸茶店」の運
営、子育て支援、福祉有償運送、
生活サポート、学習支援、サロン
活動、こうさてん新聞の発行

212 火曜日～土曜日 鴻巣市 141

翔裕園車椅子ボランティア 特別養護老人ﾎｰﾑ｢翔
裕園｣

車いすでの外出を介助、レクレー
ションによる交流

213 第4水曜 鴻巣市 178

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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