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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

熊谷市

高齢者に対する活動

くまがや友愛訪問 グループ 各地 在宅の単身高齢者、障がい者を
訪問、安否確認や話し相手、友愛
交流会開催

1 熊谷市 5226

はなぶさ友の会 はなぶさ苑で洗濯物干しと整理、
高齢者の話し相手他

2 熊谷市 5228

ふれあい弁当サービスＢ ふれあ
い弁当サービスＣ ふれあい弁当
サービスＤ

６５歳以上の単身高齢者の給食を
作る　（要支援以上）

3 熊谷市 5244

ふれあい弁当サービス江南 単身高齢者、高齢者世帯などに
週１回夕食弁当を届ける

4 熊谷市 5252

傾聴ボランティア敬愛 高齢者施設を訪問し、傾聴ボラン
ティアを行う

5 熊谷市 5236

言の葉の会 高齢者施設に訪問（手遊び、歌、
紙芝居、絵本の読み聞かせ、民
謡、朗読など）

6 熊谷市 5249

社会福祉法人埼玉慈恵会 介護
老人保健施設　ぬくもり

施設内 レクリエーションや行事の手伝い
（演芸等の特技披露や書道等の
指導）

7 利用者へ指
導できる特技
をお持ちの方
年齢問わず
歓迎

随時 熊谷市 5214

通所介護事業所・短期入所生活
介護事業所　上川原んち　

施設内 話し相手、食事の配膳、各教室
（絵手紙・書道）、外出、行事の補
助、創作活動等のボランティア、お
茶出し

8 高校生より歓
迎

随時 熊谷市 5215

婦人ボランティアつくし会 高齢者施設訪問、日本民踊を通し
て交流を図る

9 熊谷市 5222

障がい者（児）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

ガイドヘルプ・とも 視覚障がい者の買い物（第2・4水
曜日）ガイドヘルプ（随時相談）

10 熊谷市 5227

熊谷特別支援学校　 熊谷特別支援学校他 支援籍ボランティア・後方支援ボラ
ンティ・学校行事ボランティア

11 随時 熊谷市 5219

児童養護施設　江南 児童養護.施設　江南
内

学習指導・施設内で一緒に遊ぶ12 随時 熊谷市 5218

子育てをする親とその子どもを支援する活動

保育ボランティア　おひさま 子育サロンなどで子育て支援のボ
ランティア活動（絵本、紙芝居、手
遊び）

13 熊谷市 5251

公園管理・地域美化活動

熊谷市市民活動推進課 市内コミュニティひろ
ば・市役所通線・星川
通線など

熊谷市フラワーキーパー事業とし
て、市内活動場所にて植栽。

14 毎年6月・12月第一土
曜日（2017年は
11/11）

熊谷市 4

その他

あかしあ友の会 あかしあ育成園で庭の除草、およ
び外回りの掃除等

15 熊谷市 5224

ケービーフォー 個人宅、福祉施設を訪問して傾聴
ボランティアを行う、その他社会福
祉事業

16 熊谷市 5238

コスモスの会 熊谷ホームで洗濯物干しと整理、
入所者とのふれあい他

17 熊谷市 5239

ふれあい書の会 月２回デイサービスセンターで書
道の指導

18 熊谷市 5235

ボランティア　せせらぎの会 幼稚園、保育所、図書館おはなし
会、小中学校読み聞かせ、ベー
チェット対面朗読等

19 熊谷市 5248

ボランティア「こもれびの会」 福祉活動全般　ボランテァ情報誌
「かりん」発行

20 熊谷市 5229
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まいまいの会 公民館、子育てサロン、保育所、
高齢者施設他で人形劇等を実施

21 熊谷市 5243

ママさんブラスくまぴよ隊 幼稚園、保育園、子育て支援セン
ター演奏他、市内の音楽祭やイベ
ントにて演奏

22 熊谷市 5237

ゆずりは 施設で縫い物、納涼祭やイベント
のお手伝い他

23 熊谷市 5247

医療生協さいたま 熊谷生協病
院

熊谷生協病院 病院内の見回り、美化活動（掲示
物の点検など）病院外の見回り、」
美化活動（駐車場の花壇の手入
れ、2階ルーフテラスの草取りな
ど）健診関連など

24 応相談 熊谷市 5212

給食ボランティア　ふれあいの会 配食サービス、大里ふれあいいき
いきサロン

25 熊谷市 5240

熊谷安心お助け隊 市内 草取り、そうじ、買い物代行など、
援助の必要な高齢者等に元気な
高齢者等のボランティアが、必要
なサービスを提供する。

26 有償ボラン
ティア

随時 熊谷市 1

熊谷市国際交流協会 熊谷市緑化センター他 熱意をもって在住外国人のために
日本語指導をしていただける方

27 毎月第１・２・３日曜
　１４：００～ １６：００

熊谷市 5213

熊谷市赤十字奉仕団 献血ルーム・福祉施設
等

募金活動、献血手伝い、救急法講
習会の開催、災害時の活動他

28 曜日：不定期　時間：
午前又は午後

熊谷市 5221

熊谷市立熊谷図書館 熊谷市立熊谷図書館 お話の会「虹」・「ドロップス」29 勉強会後に
団体へ入会

第2・4木曜日・第2水
曜日

熊谷市 5207

熊谷市立江南図書館  熊谷市立江南図書館 「はなみずき」30 勉強会後に
団体へ入会

第1水曜日 熊谷市 5210

熊谷市立妻沼図書館 熊谷市立妻沼図書館 お話の会「虹」・「泉」・「絵本ボラン
ティアの会」

31 勉強会後に
団体へ入会

第2・4木曜日・不定期 熊谷市 5208

熊谷市立大里図書館 熊谷市立大里図書館 すずの会32 勉強会後に
団体へ入会

第3水曜日 熊谷市 5209
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熊谷朗読ボランティアこづえ 在宅視覚障害者に情報テープ作
成発送.対面朗読.高齢者施設訪
問.絵本読み聞かせ等

33 熊谷市 5225

佐谷田マジッククラブ 施設や子供会でマジックによる交
流

34 熊谷市 5234

妻沼福祉協力員会 施設のシーツ交換（愛心園）、弁
当配達

35 熊谷市 5245

埼玉県立　循環器・呼吸器病セ
ンター

埼玉県立　循環器・呼
吸器病センター

受診手続きの御案内・病院施設
の御案内・車椅子乗降時の介助

36 ボランティア
保険に御自
身で御加入
の上、活動で
きる方

月曜日～金曜日8時
30分～12時　13時～
15時（午前中、午後の
みでも可）

熊谷市 5211

埼玉県立熊谷図書館 図書館閲覧室 書架整理ボランティア37 活動内容に
より異なりま
すので、募集
状況等は図
書館に問い
合わせてくだ
さい

月2回（9：30～、14：00
～）

熊谷市 5203

施設ボランティア さくらんぼ 太陽の園、ながい寮等でのお手
伝い

38 熊谷市 5242

児童養護施設　おお里 児童養護施設　おお里 学習ボランティア・生活ボランティ
ア・行事ボランティア

39 相談に応じます 熊谷市 5915

人形劇タックル･ベアー 福祉施設、子供会などにおいて人
形劇公演

40 熊谷市 5230

特定非営利活動法人　エコネット
くまがや

熊谷市内中心 社会教育、環境保全、まちづくり、
子どもの健全育成、NPO支援

41 内容により異なる 熊谷市 5917

認知症とあゆむ熊谷家族の会 認知症介護家族とボランティアで
「つどい」を開催し、家族同士が励
まし、語り合う

42 熊谷市 5233
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朗読ボランティア　ひばり 大型紙芝居（施設・学校他訪問）、
大里ふれあいいきいきサロン支援

43 熊谷市 5241
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