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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

行田市

高齢者に対する活動

NPO法人CILひこうせん 施設所在地に同じ 多機能型障害福祉サービス事
業、居宅介護派遣事業、生活サ
ポート事業、自立生活相談事業、
障害児童クラブ事業

1 会員（年会費
２,０００円）ボ
ランティア、ど
ちらも募集

随時 行田市 859

あすかデイサービス 施設所在地に同じ　前
谷

利用者との交流、介護補助など、
デイサービスにて特技や余興を披
露して下さる方

2 随時 行田市 829

あずみ苑デイサービス、ショート
ステイ

施設所在地に同じ　門
井町

デイサービスにて特技や余興を披
露して下さる方

3 随時 行田市 833

おきな特別養護老人ホーム 施設所在地に同じ　馬
見塚

利用者の裁縫の見守りや助言を
行いながらの交流

4 月に２回程度 行田市 825

ことぶきデイサービス 施設所在地に同じ　和
田

利用者との交流、介護補助など、
デイサービスにて特技や余興を披
露して下さる方

5 随時 行田市 828

デイサービスセンター幸望庵 愛の幸望庵（堤根）、和
みの幸望庵

利用者に習字の指導をして下さる
方

6 月に１回程度 行田市 830

ふぁみぃゆ行田 施設所在地に同じ　下
須戸

利用者との交流、介護補助など、
デイサービスにて特技や余興を披
露して下さる方

7 随時 行田市 831

まきば園 施設所在地に同じ　白
川戸

利用者との交流、介護補助、デイ
サービスにて特技や余興を披露し
て下さる方

8 随時 行田市 824

行田ケアセンターそよ風 施設所在地に同じ　天
満

利用者との交流、介護補助など、
デイサービスにて特技や余興を披
露して下さる方

9 随時 行田市 826

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。

1/11 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

行田市社会福祉協議会 施設所在地に同じ いきいきサロンにてご活躍いただ
ける一芸ボランティアを募集。マ
ジック、踊り、楽器演奏などなんで
もOK

10 各サロン会場 行田市 819

笑顔いっぱいショートステイ 施設所在地に同じ　下
忍

特技や余興を披露して下さる方、
掃除や洗濯物たたみ

11 随時 行田市 834

鳥浜デイサービス 施設所在地に同じ　斎
条

利用者との交流、介護補助など、
デイサービスにて特技や余興を披
露して下さる方

12 随時 行田市 827

特定非営利活動法人ケアフレン
ドひまわり

施設所在地に同じ 障害児・者、高齢者の居宅訪問介
護、ケアマネージャー業務、地域
健康福祉交流業務、おもちゃ図書
館

13 正会員
２,０００円/
年、賛助会員
１,０００円/１
口

平日、休日を問わず 行田市 862

特定非営利活動法人さくらメイト 行田市 宅配弁当サービス事業、高齢家
庭の安否確認事業、宅老所の運
営事業、安心相談サービス事業、
生活支援サービス事業等

14 年会費
１,０００円

毎週水曜日 行田市 863

特定非営利活動法人地域支援
ネット「ケーズフォー」

施設所在地に同じ 社会的弱者の相談援助業務、高
齢者支援

15 年会費
１,０００円

終日 行田市 865

特別養護老人ホーム「雅」 施設所在地に同じ ご入居者との交流（話し相手や特
技、余興の披露）介護補助、見守
り等、生活支援（掃除や食器洗い
等）

16 随時 行田市 841

特別養護老人ホーム緑風苑 施設所在地に同じ　須
賀

利用者との交流、介護補助など17 随時 行田市 823

緑風苑デイサービスセンター「う
ららか」

施設所在地に同じ レクリエーションの一環としてカラ
オケ、書道、ちぎり絵、手芸などの
ご利用者様の指導またはサポート

18 月曜日～土曜日 行田市 842
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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

老人保健施設ハートフル行田 施設所在地に同じ マジックやクラッシク音楽、寄席な
どのボランティア募集

19 月～土曜日　午後１０
時３０分～１１時３０分
　午後１時３０分～３
時

行田市 837

障がい者（児）に対する活動　

かがやき共同作業所 かがやき共同作業所
（野）

リサイクル、軽作業のお手伝い、
利用者との交流

20 随時 行田市 821

音の卓球クラブ「浮城」 総合福祉会館「やすら
ぎの里」

盲人卓球のお手伝い、審判など21 第１金曜日　午前９時
から正午

行田市 820

行田市障害者福祉センター 施設所在地に同じ 利用者と一緒に軽作業を行い、交
流を図る

22 月～金曜日 行田市 839

障がい児、者サークル「ドリー
ム」

行田市特別支援学校
体育館他

軽スポーツ（ボール運動、ミニボー
ルゲーム、体力作り）等の活動の
補助、お手伝い

23 月１回　 行田市 840

麦の穂 施設所在地に同じ 利用者との交流、サポート24 随時 行田市 835

子育てをする親とその子どもを支援する活動

「むかしのくらし」展示解説ボラン
ティア

行田市郷土博物館 むかしの食事、道具や遊びについ
て子供たちに教える。

25 「むかしのくらし」開催
期間中２０１８/２/３か
ら４/8の間で相談

行田市 818

おはなし　さくらんぼ 南河原小、熊谷生協病
院、南河原公民館、南
河原保育園

読み聞かせを中心とし、歌や手遊
びを取り入れたお話会。

26 第１、２、３水曜日　第
３、４木曜日

行田市 847

お話の玉手箱 南小学校 子どもたちに伝承物語などを、そ
の人なりの温かい声で、ごく自然
に読み聞かせる。

27 南小学校日程の月曜
日

行田市 848

行田親子劇場 忍、行田公民館 会員を対象に児童劇、人形劇、音
楽、舞踏等の例会を開催。

28 年会費
　１,０００円

第２、４木曜日　年数
回土曜日、日曜日

行田市 850

子育てネット行田 子育てサロン会場、子
育て支援センター、つ
どいの広場

幼児の保育、遊び等29 随時 行田市 832
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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

児童養護施設　ケヤキホーム 施設所在地に同じ　真
名板

小中学生の学習指導　幼児の保
育、遊びなど

30 平日　学習指導　土、
日曜日　幼児の保育

行田市 822

南河原昔の子どものあそび保存
会

学童保育、小学校、ふ
れあい祭り

折り紙、お手玉、だるまおとし、
ベーゴマ、こままわし、けん玉、羽
子板、ビー玉遊び等

31 学童保育（８、３月）　
小学校（１０、１月）　
ふれあい祭り（１０月）

行田市 845

自然保護、環境保全活動

古代蓮の里ホタルの会 古代蓮の里公園 ヘイケボタルの幼虫を育てて、古
代蓮の里ホタルの川に放流。ホタ
ルの棲める環境作り。

32 年会費
１,２００円

会議　月１回（第４木
曜日）　その他随時。

行田市 846

行田ナチュラリストネットワーク 行田市全域、行田市と
接する利根川、荒川。

「キタミソウ」の保護。前玉神社「ふ
るさとの森」手入れ。星空観察会、
自然観察会の開催。

33 年会費
　３,０００円

毎月第１火曜日 行田市 849

忍川の自然に親しむ会 忍川の吾妻橋から下
流３００ｍ　中央公民館

忍川の清掃、生き物調査、看板の
設置など　忍川・さきたま調整池
の調査研究を通じて会員相互の
親睦を図る

34 年会費
２,０００円

年間８回程度 行田市 856

災害時支援・防災活動

特定非営利活動法人キャンパー 埼玉県、宮城県石巻市 被災地でのボランティア活動、自
主防災リーダーの育成講座、炊き
出しメニューのマニュアル作成、
キャンプ活動

35 正会員
５,０００円/年
　　

不定 行田市 869

交通安全・防犯活動

NPO法人ふるさと創生クラブ 行田市西地区（西小学
校区域）

西小学校１年生下校付添パトロー
ル、１、２年生自然観察支援、体
育授業等支援、青色パトロール車
運行、河川浄化等、子ども教室

36 個人年額
１０,０００円、
協力会員０
円

西小学校登校日及び
夏、冬休み子ども教
室（１０日間）

行田市 861

その他

「よろいを着よう」ボランティア 行田市博物館 よろいの着付けを手伝って下さる
方

37 ４～６月、１０～１１月
の日曜祝日の１３時
から１６時

行田市 817
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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

Seed（シード） みらい、行田市内 舞台芸術作品の創作を通じて、地
域の人々との交流し、新しい文化
の創造を目指す。

38 第３日曜日みらいで
ワークショップ

行田市 855

行田ゼリーフライ研究会 日本全国の食のイベン
ト等

ぜひーフライの存続と普及。ゼ
リーフライと行田市の名を全国に
広めることにより、地域の活性化
とまちおこし。

39 正会員年額
６,０００円　サ
ポーター会員
年額１,０００
円、賛助会員
一口３,０００
円

イベントの期間 行田市 852

行田にほんご教室 コミニュティセンターみ
ずしろ

日本語教室の補助、日本語支援
など（特別な資格や経験は不要、
外国語ができなくてもかまいませ
ん）

40 年会費
１０００円

第１、３火曜日　午後
６時～８時３０分　第
２、４土曜日　午後１
時３０分～３時３０分

行田市 836

行田の明日を考える会 行田市内 地方公共団体等における不当、
不正な行為をチェック、是正　行田
市を少しでも良くするためのボラン
ティア活動

41 年会費
３,０００円

毎月第２土曜日 行田市 857

行田観光ボランティア会 行田市内 市内の観光資源のガイド（古代蓮
の里、さきたま古墳群、八幡山古
墳、その他）

42 年会費
　２,０００円

定例会毎月第２火曜
日、案内はその都度

行田市 844

行田郷土史研究会２０１２ 施設所在地に同じ 行田市の郷土史に関わる調査、
研究、行田市の歴史文化に関わ
る情報対応、研究会の継続的な
推進と郷土への還元

43 年会費
１,０００円

月例会　第３木曜日 行田市 853

社会参加サポートネットブランチ コミュニティセンター　
みずしろ

ひきこもり当事者の話相手やス
ポーツ、調理などのサポート、イベ
ントのサポート

44 ２０代から４０
代のかた　対
人支援（ひき
こもり支援）
に興味のあ
る方、ひきこ
もり経験のあ
るかた

月に３～４回　詳しく
は、お問い合わせくだ
さい

行田市 843
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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ぎょうだ市
民’Sネット

コミュニティセンターみ
ずしろ

NPO支援、NPOと行政とのコー
ディネート

45 個人会員
１２，０００円/
年　活動会員
６，０００円/

不定期 行田市 870

特定非営利活動法人チャレンジ
プロジェクト

行田市内 いきいきサロンで講演や健康体
操・ゲーム等を実施。郷土博物館
で陶芸展と写真展の開催。国際
交流。

46 年会費
５,０００円

土・日中心に随時 行田市 864

特定非営利活動法人幸せな家
庭環境をつくる会埼玉行田支部

施設所在地に同じ ホーミー教室（自然教室、住宅環
境、家庭環境の勉強会）、幸福を
生む住まいの現場見学会、子育
てと住まいのセミナー等　　自然環
境及び地域社会と家庭環境の啓
蒙活動

47 毎月２３日、その他随
時

行田市 868

特定非営利活動法人行田結婚
支援センター

行田市を中心 個別のお見合いなど設定、サポー
ト。イベントやパーティーなどを開
催して交流を図る。関連施設の見
学や体験をさせる。

48 通期実施 行田市 860

特定非営利活動法人忠次郎蔵 施設所在地に同じ 忠次郎蔵を維持活用することによ
り、文化財の保護と地域コミュニ
ケーションを図る。　蕎麦教室、寄
席の開催、蔵の開放日、各種イベ
ント

49 年会費
３,０００円

火曜日から日曜日　　
蕎麦屋の営業（火～
土）、卒業生ボラン
ティア営業（日）、

行田市 867

特定非営利活動法人魅力創造
倶楽部

施設所在地に同じ 公共施設の利活用促進に関する
事業、地域の活性化に関する事
業、魅力発掘と発信事業、起業家
の育成と支援事業等

50 年会費
１０,０００円

第１火曜日 行田市 866

忍の行田の昔ばなし語り部の会 高澤記念館、各地区公
民館、保育園、桶川べ
に花館、お寺等にて講
演

行田市の昔ばなしを掘り起こし、
市民の皆様や他市の方々に語り
部をしてひろげていく

51 会費年額
２,０００円

第１火曜日理事会定
例会　第２、３火曜日
練習、第１日曜日高
澤記念館練習

行田市 854

福祉の店「きゃんぱす」 教育文化センター「み
らい」内

販売の手伝い52 火曜～金曜日 行田市 838
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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。

6/11 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

加須市

高齢者に対する活動

かぞケアラーサポートの会 市民プラザ加須 介護者サポートの為のカフェ”＠え
がおDe”を開いています。

53 第２第４水曜日１３：
３０～１５：３０

加須市 651

サンシャインコーラス 各イベント会場、老人
ホーム

コーラス活動、施設等訪問54 練習日第２，３火曜日 加須市 653

しずくの会 加須地域 ・特別養護老人ホームでの清掃、
洗濯物の整理、話し相手　・授産
施設での給食づくり、園生との交
流、行事に協力　・施設のバ
ザー、資源回収

55 随時 加須市 646

すみれの会 加須地域 特別養護老人ホームでの清掃・庭
の花植え等や話し相手

56 毎週火曜日 加須市 647

たんぽぽグループ 北川辺地区各地域 いきいきデイサービスの手伝い、
お茶入れ、話し相手、手芸

57 決められた曜日 加須市 660

たんぽぽの会 ふれいあの郷、加須市
社会福祉協議会大利
根支所

◆ふれあいの郷　週１回老人ホー
ムの喫茶店を開き、販売等のお手
伝い◆大利根支所　生き生きサー
クルの補助、作品制作やゲーム、
お話相手

58 ふれあいの郷　毎週
木曜日　大利根支所
　毎週月曜、水曜

加須市 664

絵手紙藤の会 老人福祉センター ひとり暮らしの高齢者へ配食サー
ビスのお弁当に添える絵手紙の
作成

59 第１木曜日、第３月曜
日

加須市 654

結の会 北川辺福祉センター、
北川辺公民館

独居高齢者のふれあい昼食会、
老健施設での繕い物作業、リサイ
クル石鹸作り、

60 金曜日 加須市 657

不動岡ボランティア 加須地域 特別養護老人ホームでのホーム
喫茶の手伝い、施設での作業やク
ラブ活動の補助、バザーや資源回
収に協力

61 加須市 650
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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

老人給食サービスグループ 大利根総合福祉会館 老人給食サービス・会食サービス
への協力。材料購入、調理、宅
配、友愛訪問等を行う。

62 第二、第四月曜日 加須市 663

障がい者（児）に対する活動　

パソコンボランティア 利用者宅 障がい者の為のパソコン操作指
導

63 加須市 659

加須市朗読ボランティア「やよ
い」

施設所在地に同じ 毎月市の広報紙等を録音して視
覚障がい者宅へ配達。月２回定例
研修会を行い、朗読技術の向上を
図る。施設等にて朗読劇。

64 加須市 649

朗読サークル　ありの実 騎西コミュニティセン
ター

視覚障がい者のために毎月市の
広報紙を録音して郵送、外出時の
ガイドとヘルプ、視覚障がい者と
の交流会

65 月に２～３回 加須市 652

子育てをする親とその子どもを支援する活動

おはなしの森 図書館、保育所、小学
校、幼稚園等

図書館でのおはなし会66 土曜日 加須市 658

ひととき託児ボランティア 市内幼稚園、小学校、
セミナー会場等

市主催の講演会・セミナー・学校
行事等で子育て中の市民が参加
する間の託児

67 市内居住す
る20歳以上
の子供好き
な方　市の保
育講習会の
受講必要

不定期 加須市 635

加須げんきプラザ 加須市花崎４５６ 「げんきボランティア」募集。手打
ちうどん体験のお手伝い、野外活
動や体験活動のお手伝い。

68 県内在学在
住の高校生
以上の方な
らどなたで
も。

お問い合わせください 加須市 665

加須げんきプラザ 加須市花崎４５６ うどんサポーター（養成講座を受
けて頂き、小学生等の子供達とう
どん作り手伝い）　　一般サポー
ター　　野外料理、宿泊活動のお
手伝い　

69 不定期　お問い合わ
せください。　　　　

加須市 634
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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

図書館読み聞かせボランティア 加須図書館、騎西図書
館、北川辺図書館、お
おとね図書館

おはなし広場（絵本と紙芝居の読
み聞かせ）、赤ちゃん絵本広場、
ちいさい子のおはなし会、おはな
し本棚、

70 ボランティア
団体の紹介　

各団体によって異な
る

加須市 644

地域子育て支援ボランティア 不動岡小、騎西小、田
ケ谷小

放課後子ども教室の実施協力71 放課後子ど
も教室に興
味がある方

不定期　年20回程度 加須市 636

自然保護、環境保全活動

旧川の自然と環境を守る会 旧川周辺 旧川の環境保全及び施設維持72 通年 加須市 638

公園管理・地域美化活動

あけぼの会 施設所在地に同じ 加須地域の児童遊園地、公園各
所の遊具の塗装作業

73 加須市 648

環境美化活動（市内コミュニティ
センター）

市内コミュニティセン
ター敷地内

市内コミュニティセンターにおける
除草

74 事前にコミュ
ニティセン
ターに届出が
必要

年間を通して 加須市 637

その他

NPO法人　ボランティアオアシス 埼玉県全域 合唱、舞踊、劇の上演等の活動75 毎週土曜、日曜日 加須市 655

外国語ボランティア 未定 市の事業等で外国人住民等との
会話を通訳

76 ポルトガル
語、中国語、
フィリピン語、
ベトナム語、
朝鮮語、英語
等の通訳が
出来る方

不定期 加須市 641

再就職支援ボランティア 市内 パソコン講座、ヘアメイク講座、話
し方講座、身だしなみ講座、擬似
面接等講座、働き方と社会保険等
など再就職に関する講座の講師

77 未定 加須市 643
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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

市民カメラマン 市内全域 デジタルカメラを使用して、市内で
行われる各種行事・催しおよび市
が依頼する写真撮影

78 市内在住の
20歳以上の
方　写真の機
材が用意出
来る方

主に土、日曜日、祝
日

加須市 640

政策法務支援ボランティア 自宅または市役所 市の政策等における法令解釈等
に関する支援

79 法令等の知
識または地
方自治の知
識を有する方

不定期 加須市 645

南京亭一座 加須市内 施設等で南京玉すだれを披露80 毎週第２水曜日 加須市 656

魅力アップ応援ボランティア 市内 ヘアメイク講座、身だしなみ講座、
話し方講座、料理講座、ライフプラ
ン講座等の婚活イベントの講師

81 未定 加須市 642

久喜市

高齢者に対する活動

久喜傾聴ボランティア「ほほえ
み」

鶴寿荘、久喜の里、鷲
宮苑、フローラグルー
プホーム、桜田

高齢者施設に出向き入居者の方
の話しを聴く。

82 第2・4水木、第1・3金 久喜市 363

傾聴ボランティア「みちしるべ」 健康福祉センター（くり
む）

介護者サロン「くりはし四つ葉」の
開催・傾聴、電話相談・カウンセリ
ング、ママヨガこども支援等

83 第4金曜 久喜市 364

障がい者（児）に対する活動　

久喜市手話サークル ふれあいセンター久
喜、あやめ会館、しず
か館、社会福祉協議会
鷲宮支部事務所内　な

手話学習会、学校などでの手話
講習講師、サポート

84 久喜水曜、菖蒲木
曜、栗橋土曜、鷲宮
月・木曜

久喜市 359

久喜市点字サークル　ぎんなん ふれあいセンター久喜
　ボランティア支援室

視覚障害者や障害者団体、行政
などの依頼に応じて、図書、情報
の点訳活動

85 第1・3水曜 久喜市 361

子育てをする親とその子どもを支援する活動
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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

おもちゃ図書館 ふれあいセンター久喜
2F

子どもたちと一緒に遊ぶ、手作り
おもちゃの製作、おもちゃの整理・
清掃、イベント開催等

86 随時 久喜市 464

ボランティアグループ・久喜おも
ちゃの病院

久喜市立児童センター 児童センターでおもちゃの修理、
夏休み電子工作の実施、市民ま
つり等での開院

87 第３土曜 久喜市 384

子育てネットワーク・久喜んこ ふれあいセンター久喜 子育て応援講座、講演会の企画・
開催、保育ボランティア養成講座
の開催、おしゃべりサロン・久喜ん
こ開催、小中学校の授業への協
力

88 第1火曜 久喜市 368

自然保護、環境保全活動

久喜ばら会 吉羽児童公園、総合運
動公園（市有地）など

バラ展開催、吉羽児童公園ばら花
壇及び総合運動公園ばら花壇整
備、秋ばら・冬ばらの剪定の研修
会、ばら栽培研修会

89 第1日曜 久喜市 362

その他

久喜介護者のつどい ふれあいセンター久喜 「介護者サロン四つ葉」の開催・運
営、介護者支援に関する活動

90 第3木曜 久喜市 353

郷土資料館ボランティア 施設所在地に同じ 子ども向け講座の実施補助、展示
案内の補助、古文書整理補助

91 随時 久喜市 465
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