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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

川越市

高齢者に対する活動

一般社団法人川越市医師会　介
護老人保健施設　いぶき

介護老人保健施設　い
ぶき

レク（書道・手芸・将棋）除草・縫
製・生活援助・話し相手等

1 ボランティア
体験・個人・
グループ参
加・学生可

お問い合わせください 川越市 5611

㈱ウイズネット 介護付有料老人ホー
ム（川越南大塚）グ
ループホーム（川越新
宿）など市内各施設

老人ホーム等でのレクリエーショ
ン

2 お問い合わせください 川越市 5610

特別養護老人ホーム　川越キング
ス・ガーデン

当ホーム 洗濯物たたみ・シーツ交換3 洗濯物たたみ　いつ
でも可
　　　　　　　　　　　　　
シーツ交換　　　水曜
午前

川越市 5612

障がい者（児）に対する活動　

スポーツ楽しいなの会 県立川越特別支援学
校

障害に対する支援が必要な小・
中・高生への基礎的なスポーツ活
動支援（ジョギング、ミニサッカー

4 １０月１日（日） 川越市 533

ひばりサウンドテーブルテニス 川越市総合福祉セン
ター「オアシス」２階　体
育室

視覚障害者卓球での球出し・球拾
いなど運営サポート

5 ９月２０日（水）・２７日
（水）

川越市 535

ブラインドテニス全国大会 所沢市立美原中学校
体育館　他

ボールパーソン、受付6 活動場所　所
沢市になりま
す

１１月１１日（土）午前
９時～午後６時　１２
日（日）午前８時３０分
～午後５時

川越市 536

社会福祉法人皆の郷　川越いもの
子作業所

川越いもの子作業所 木工作業・アルミ缶作業補助　各
種行事でへ利用者が参加するた
めの援助　行事等での販売補助

7 年齢・性別不
問　やる気と
元気のある
方

（月）～（金）9～17：00
＊土日の行事あり

川越市 5609

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

川越市障害者スポーツ大会 川越市民グラウンド 競技の補助と介助8 中学生以上
で福祉に関
心のある方

１０月８日（日） 川越市 534

川越市総合福祉センター(おもちゃ
ライブラリー支援）

川越市総合福祉セン
ター

就学前の障害のある児童と保護
者が遊びに来る、おもちゃライブラ
リーで、「遊び」の支援、手芸品の
作成、おもちゃの清掃、話し相手
など

9 水曜日、土曜日の午
前10時から正午、午
後1時から4時

川越市 5608

川越市総合福祉センター(プール
支援）

川越市総合福祉セン
ター

プールを利用する障害のある方に
対する、入水、退水時の支援

10 火曜日から土曜日 川越市 5607

川越市総合福祉センター(青年学
級）

川越市総合福祉セン
ター　ほか

知的障害のある方が楽しく充実し
た余暇を過ごすための学級で余
暇活動の支援、見守り、付き添
い、活動内容の提案など

11 月1回（最終日曜日を
予定していますが変
更することもあります）

川越市 5605

その他

KFP文化サポーターズ やまぶき会館、ジョイフ
ル、メルト、ウェスタ川
越

チケットもぎり、客席案内、影アナ
ウンス、場内整理、広報活動など

12 川越市出身、
在住、在勤、
在学などの
方

（公財）川越市施設管
理公社が開催するイ
ベント

川越市 538

かわごえ国際ボランティアの会 クラッセ川越５階 イベントの手伝い、外国籍の方の
生活相談

13 １１月１９日（日）蓮馨
寺にてかわごえ国際
交流フェスタ２０１７を
開催　　隔週土曜日
に生活相談

川越市 539

川越市 お問い合わせください 外国語（英語、中国語、ポルトガ
ル語、スペイン語、ハングル）から
日本語へ通訳、翻訳できる方、日
本語講師の経験のある方

14 お問い合わせください 川越市 540

日本赤十字社　埼玉県赤十字血
液センター

川越献血ルーム ・事務補助業務（献血者誘導、献
血広報、キッズルームのお手伝
い）　　・イベント実施のお手伝い

15 ボランティア
内容は面談
の上、決定

１０：００～１８：００の
間

川越市 537

坂戸市

高齢者に対する活動
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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

あおい鳥 市内施設他 一人暮らしのお年寄りを対象に友
愛通信及び友愛電話を実施、年２
回「手芸のつどい」や「水仙のつど
い（会食、ゲーム等）」また施設訪
問で手芸や折り紙の指導

16 第２火曜他 坂戸市 757

あじさいの会 施設所在地に同じ 児童センターや福祉施設、高齢者
施設、子ども会事業など依頼に合
わせて、紙芝居の公演

17 第１・第３金曜 坂戸市 762

おれんじカフェ（旧さかっちサロン） 市内地域包括支援セ
ンター

地域包括支援センターが開催する
高齢者が集うおしゃべりの場の運
営ボランティア（参加者の方とのお
しゃべり、会場の準備や片づけ、
ボランティアさんが得意とする手
芸や特技の披露など）

18 各地域により異なる 坂戸市 776

坂戸マジック２００１ 市内各施設 病院、保育園、子供会、学校、老
人会、福祉施設等で出張マジック
を行う

19 第１・３木曜 坂戸市 767

坂戸傾聴ボランティア　ダンボ 市内福祉施設等 市内福祉施設等に訪問し、コミュ
ニケーションを図りながら、相手の
話を傾聴する活動

20 第２金曜 坂戸市 770

障がい者（児）に対する活動　

ＮＰＯ法人 ぽてとｔｏ地域福祉の会 施設所在地に同じ 障害がある人たちに対し、地域活
動支援センター「ぽてと工房」の運
営と活動を支援し、地域福祉の増
進をしている

21 ４月・７月・１０月・１月
の第２土曜

坂戸市 773

あいの会 視覚障害者の会と会員のために
協力、ガイドや定例会の資料作り
をはじめ視覚障害者との交流事
業なども実施

22 第１金曜 坂戸市 760
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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

あしたば 市内小中学校他 小・中学校にて車いす介助体験学
習会を開催、介護や介護保険等
の学習会や介護施設等の見学を
通して地域の人々と共にいつまで
も安心して暮らせる街づくりを一緒
に考える

23 随時 坂戸市 764

たけとんぼの会 障害があってもなくても地域で共
に育ち合える社会を目指して活
動、教育や生活についての勉強
会や相談会、子どもを中心とした
レクリエーションや音楽療法などを

24 随時 坂戸市 768

デイジー坂戸 坂戸市福祉センター　
会議室

視覚障害者のための広報デイ
ジー版の作成、デイジー図書や音
楽ＣＤを作成

25 第3木曜　9:30～ 坂戸市 5302

ゆるやかに学ぶ会 精神保健福祉ボランティアグルー
プ 、地域の作業所や関係行政機
関の行事などに関わりながらゆる
やかに共に学び合い、理解の輪を
広げることを目的としている

26 第３火曜 坂戸市 766

坂戸パソコンボランティア 施設所在地に同じ 身体に障害があることでパソコン
の設定や操作の習得が困難な人
たちにパソコンのサポートを行う、
パソボラに出かけるとともに、技術
の向上や、経験の交流をはかって
いる

27 第１日曜 坂戸市 765

坂戸拡大写本の会 施設所在地に同じ 弱視や強度の老眼等のために文
字を読むことが困難な人に、その
人が読みやすい大きさの文字を
用いて「手書き」または「パソコン」
を使って拡大教科書や拡大図書
を制作

28 第１・３火曜、第２・４
金曜

坂戸市 763
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坂戸市手話サークル 坂戸市福祉センター　
会議室

坂戸市聴力障害者の会とともに、
お花見、バーベキュー大会、クリ
スマス会などの行事で楽しく交流
したり、手話講習会のアシスタント
をおこなう

29 毎水曜19:30～、毎土
曜14:00～

坂戸市 5301

次脳機能障害者を支える会　こも
れび

北坂戸にぎわいサロン
（城西大学）

高次脳機能障害者を持つ家族の
交流や情報交換、講演会、相談
会を行っている

30 第３金曜日 坂戸市 774

声なびシネマわかば 音声ガイドボランティアを養成して
の「ライブ音声ガイド付映画」鑑賞
会を開催し、見える人も、見えない
人も、見えにくい人も、みんなで一
緒に映画を楽しむ

31 第２火曜 坂戸市 771

点訳グループ 　ひまわり会 点字を読む方のために、ゴミ収集
日程表、電車・バスの時刻表、坂
戸市広報(抜粋）をはじめ、依頼に
よる書籍、印刷物などの点訳を行
う

32 第１水曜・第３土曜 坂戸市 758

朗読サービスグループ 　カナリア 施設所在地に同じ 目の不自由な方々のために、毎
月１回情報テープ「声のおたより」
を作成、配布、坂戸市広報、市議
会だより、はんとtoはんどの音訳、
訪問朗読や録音図書を作成

33 第１土曜・第３土曜 坂戸市 759

子育てをする親とその子どもを支援する活動

おはなしデパート 坂戸市及び近隣市町
村

小学校や幼稚園、保育などで絵
本の読みきかせ　パネルシアター
　紙芝居　エプロンシアター

34 月曜日・木曜日（依頼
に合わせて応相談）

坂戸市 5906

すえひろぽんぽこりん 市内幼稚園他 幼稚園で人形劇団をやっていたお
母さんたちのグループ。 パネルシ
アター、人形劇、紙芝居や絵本の
読み聞かせ等、子供から大人まで
誰でも楽しめる公演を目指す

35 毎週木曜 坂戸市 769

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

めだかの会 未就園児の幼児を持つ親子が広
域的にグループを作り行事を開
催、母親同士のつながり、子ども
の健全育成のために相互の育ち
合いを目的として活動

36 毎週月曜 坂戸市 761

自然保護、環境保全活動

いずみ花の会 主に環境学館いずみ いずみ敷地内の花壇の管理、苗
の育成、毎年行われている花のフ
リーマーケットへの参加

37 毎第1・第3水曜 坂戸市 777

公園管理・地域美化活動

花の栽培温室ボランティア 施設所在地に同じ 花の栽培温室で花の栽培から運
営までを行う、運営ボランティアと
栽培ボランティアに分かれて活動
する

38 随時 坂戸市 778

市民花壇　ボランティア 市内公園他 公園の一角や市有地で現在未利
用となっている土地を対象に花壇
のお手入れ

39 随時 坂戸市 775

その他

いずみ運営ボランティア 坂戸市環境学館いず
み

環境学館いずみにおいて、有意義
な環境学習が実施されるよう各種
事業の企画や運営に携わってい
ただくスタッフ

40 イベント等の日程によ
る　毎月第一日曜は
定例会

坂戸市 5306

介護者支援の会　さかど 介護をしている人を支える活動、
毎月１回のサロン開催で、日頃の
不安や悩み、家族への思いなど、
気持ちのおもむくまま、話を聴き
合っている

41 第４金曜 坂戸市 772

坂戸市図書館ボランティア 坂戸市中央図書館 児童サービス・図書館だより編集・
行事サポート・障がい者サービス・
高齢者サービスを支援する活動

42 各サービスにより異な
る

坂戸市 780

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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6/7 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

坂戸市日本語教室 中央公民館、北坂戸に
ぎわいサロン城西大
学、千代田公民館、北
坂戸公民館

日本人ボランティアによる外国人
のための日本語教室への参加
（日本語の文法を学ぶだけでなく
日本の文化や習慣も学び情報交
換や交流する）

43 各教室により異なる 坂戸市 779
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