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は  じ  め  に 

  

当センター（越谷市市民活動支援センター）は、平成２１年９月の「越谷

市自治基本条例」の施行を踏まえ、平成２４年６月に開所して以来、自治の

基本原則である「参加」と「協働」、「情報の共有」の認識のもと、協働の

まちづくりの推進に努めてまいりました。 

市民主体の協働のまちづくりを進めるためには、まちづくりに対する経験

や意識が高い市民の力をこれまで以上に活かしていくとともに、人と人との

つながりやめぐりあいを通じ、人がまちづくりの主役として活躍する「人が

輝くまちづくり」の実現が大変重要となります。 

 地域活動や手づくりイベントなど、市民の皆さんが活動する中で、「アド

バイスがほしい」「教えてほしい」と思うことや、「仕事や趣味を通じて身

につけた技術やノウハウをお役に立てたい」と思うことがあるはずです。 

そこで、この度、「人材バンク」を設置する運びとなりました。この事業

は、市民の皆様の市民活動への参加と協働によるまちづくりの推進を図るた

めに、市民の皆様がお持ちの豊かな知識や経験等を活かし、さまざまな市民

活動を支援する事業です。当センターの人材バンクでは、そのような「達人

たち」の登録、紹介、コーディネートを円滑に進めるために、人材バンクの

情報冊子「手と手をつなぐ情報ガイド」(平成２７年度版)を発行いたしまし

た。 

「手と手をつなぐ情報ガイド」を市民の皆様の各種市民活動やまちづくり

活動に、ぜひお役立てください。 

  

  

平成２８年１月 

                    越谷市市民活動支援センター 

                    所 長  鈴 木 宏 孝 
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Ⅰ　人材バンク事業概要

1.保健・医療・福祉 2.社会教育 3.まちづくり 4.観光 5.農村・漁村・中

山間  

  

6.学術・文化・芸術・スポーツ 7.環境保全 8.災害救助 9.地域安全 

  

10.人権擁護・平和推進 11.国際協力 12.男女共同参画 13.子どもの健全

育成  

  

14.情報化社会 15.科学技術 16.経済活動 17.職業能力・雇用機会 

  

■目的 
市民の市民活動への参加と協働によるまちづくりの推進を図ることを目的に、

豊かな知識や経験を有し、社会参加に意欲ある市民と、それを必要とする市民

とをつなぐ仕組みとして、越谷市市民活動支援センター人材バンクを設置し、

多様な市民活動を支援します。 

  

■登録の要件 
次の要件をすべて満たす個人及び団体が登録できます。 

個人は、越谷市市民活動支援センター（以下「支援センター」という。）の登

録団体に加入している方、または、越谷市に在住・在学・在勤している１８歳

以上の方であること。 

団体は、支援センターの登録団体であること。 

市民の市民活動への参加の促進と協働のまちづくりの推進のために、自らの知

識や経験等を活かすことを希望すること。 

政治活動、宗教活動、または営利を目的とした活動を行うものではないこと。 

団体においては、団体の会員募集や事業の宣伝・集客のみを行う場としないこ

と。 
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■登録の流れ 

① 人材バンクに登録を行おうとする個人及び団体は、越谷市市民活動支援センター

人材バンク登録申請書（様式 1 号）を支援センターへ提出します。 

 

② 越谷市市民活動支援センター所長は、申請内容の適否を確認の上、適当と認めた

場合は人材バンクへ登録を行い、人材バンクの情報冊子「手と手をつなぐ情報ガ

イド」に掲載します。 
 

■登録情報の有効期限 

人材バンクへの登録の有効期限は、登録した日の属する年度の翌年の 3 月 31 日ま

でとします。 

 

■登録事項の変更等 

登録事項に変更があった場合、または、登録の抹消を希望する場合は、越谷市市民

活動支援センター人材バンク変更届（様式２号）を提出します。 

 

■利用の要件 

次の要件をすべて満たす個人及び団体が利用できます。 

① 個人は、支援センターの登録団体に加入している方、または、越谷市に在住・

在学・在勤している１８歳以上の方であること。 

② 団体は、支援センターの登録団体であること。 

③ 政治活動、宗教活動、または営利を目的とした活動を行うものではないこと。 
 

①登録申請

書の提出 人
材
バ
ン
ク 

登
録
希
望
者 

（
個
人
・
団
体
） 

②登録適否の通知および 

登録内容の「手と手を 

つ なぐ情報ガイド」 

への掲載 

越
谷
市
市
民
活
動 

支
援
セ
ン
タ
ー 
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■利用の流れ 

① 人材バンクの利用者は、越谷市市民活動支援センター人材バンク利用申込書（様

式３号）を支援センターへ提出します。 

② 支援センターより人材バンク登録者へ連絡をします。 

③ 了承が得られた場合、人材バンク登録者から直接利用者へ連絡をします。 

④ 当事者間で相談・調整を行います。 

⑤ 人材バンク利用者は、調整が整ったら、支援センターへ連絡をします。 

⑥ 利用後、人材バンク利用者は、越谷市市民活動支援センター人材バンク利用報

告書（様式４号）を支援センターへ提出します。 
 

③連絡 

④当事者間での相談・調整 

①申込 
(利用申込書提出) 

②連絡 

人
材
バ
ン
ク 

利
用
者 

越
谷
市
市
民
活
動 

支
援
セ
ン
タ
ー 

人
材
バ
ン
ク 

登
録
者 

⑥報告 
(利用報告書提出) 

⑤連絡 

手と手をつなぐ情報ガイドについて 

■設置場所と発行 
人材バンクの情報冊子「手と手をつなぐ情報ガイド」は、支援センター及び支援セ

ンターのホームページなどで閲覧できます。 

原則年１回発行します。最新の情報は、ホームページ上で確認できます。 

 

■申請書類の取得等 
人材バンクに関する申請書類は、越谷市市民活動支援センター窓口、またはホーム

ページにて取得可能です。 

 

注意事項 
※人材バンク利用者と人材バンク登録者で講師謝礼・材料費・交通費等の費用、日

程や内容等について事前によく話し合ってください。 

※活動する場の設定や準備等は、原則人材バンク利用者が行ってください。 

※活動中の事故や損害等の対応として、利用者側で保険等の加入をしてください。 

※事業は、人材バンク登録者と利用者の責任において行うものとして、問題等が発

生した場合には、越谷市および越谷市市民活動支援センターは責任を負いません。 
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Ⅱ　登録情報（活動分野別）

保健・医療・福祉

個人登録

対象者 対象人数 費　用

団体登録

対象者 対象人数 費　用

団体登録

対象者 対象人数 費　用

特定非営利活動法人　介護サポート悠遊越谷

プロフィール

医療的に制限のない人 10人～25人 応相談

氏　　名 大岩　誓子

プロフィール
１８ヶ国４２回の海外招待演奏・交流ステージに出演。幼稚園教諭・園長
１５年。全国で歌遊び・手遊びの講師。下總皖一音楽賞受賞、また埼玉の
女性百人の推奨を受ける。レコーディング協力１３０曲　他。

支援・指導内容
朗読・歌などを通じての居場所創り、出前ステージや子育て家族へ「うた
とおはなし」の講演、傾聴、おたのしみタイム、分野の異なる芸術や文化
のコラボなど、多彩な面でご相談に応じます。（講師ご紹介なども）

どなたでも

プロフィール
住み慣れた地域で元気で安全に過ごして頂けるよう市内中心に平成18年よ
り活動してきましたが、平成25年4月にNPO法人となり活動しています。

支援・指導内容
介護の仕方や利用方法の相談。レスパイトケアの提唱や他職種の連携な
ど、医療、認知症や日常生活への支援や講座の開催。運動、有酸素運動や
転倒予防体操、健康体操への支援をします。

障害者福祉について、地域の方々や利用者様ご家族への正しい理解と認識
を持って頂く為の活動をすると共に、利用者さんの療育を進めています。

支援・指導内容
利用者さんとの関わりから障害に対しての正しい理解を深め、本人のみな
らず、利用者さんのご家族へのレスパイトケアを学べます。日々の業務の
中で自身の体験に基づいた知識を深めていくことができます。

どなたでも 1人～5人 無償

３０人～３，０００人 応相談

団体名 特定非営利活動法人　　合

団体名
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保健・医療・福祉

団体登録

対象者 対象人数 費　用

団体登録

対象者 対象人数 費　用どなたでも 50人～100人 応相談

団体名 サンシティ朗読研究会

プロフィール
平成7年サンシティに誕生。元ＮＨＫアナウンサー・チーフディレクター
武井照子氏、作曲家 坪能克裕氏、声優 目黒光祐氏の指導のもと、朗読会や
朗読ボランティア活動を続けてきました。

支援・指導内容
朗読ボランティアとして、企画に合わせた“読み物”の朗読や司会などの
お手伝いをいたします。

どなたでも 5人～20人 無償

団体名 越谷市ボランティア連絡会

プロフィール
昭和53年に発足。ボランティア活動を通じて地域福祉の向上に貢献し、会
員相互の親睦を図ると共に、明るく住みよい地域社会づくりを目的に設
立。

支援・指導内容

高齢者施設でふれあい交流や傾聴活動、障がい児・者施設で介助活動や視
聴覚障がい児・者の方たちへの援助活動、独居高齢者の給食サービスや友
愛ハガキ通信、幼児対象の子育て支援等、39グループ（600名）の会員が
経験から培った知識でお伝えします。
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社会教育

個人登録

対象者 対象人数 費　用

個人登録

対象者 対象人数 費　用

個人登録

対象者 対象人数 費　用

１人 無償

氏　　名 大岩　誓子

氏　　名 向笠　肇

氏　　名 石本　紀子

プロフィール
介護・福祉関係にて約２０年の実務歴。心理カウンセラー養成終了後、研
鑽中。越谷カウンセリング研究会の世話人（カウンセラー）。

支援・指導内容 介護で悩まれている方、その他一般相談。

プロフィール
１８ヶ国４２回の海外招待演奏・交流ステージに出演。幼稚園教諭・園長
１５年。全国で歌遊び・手遊びの講師。下總皖一音楽賞受賞、また埼玉の
女性百人の推奨を受ける。レコーディング協力１３０曲　他。

支援・指導内容
朗読・歌などを通じての居場所創り、出前ステージや子育て家族へ「うた
とおはなし」の講演、傾聴、おたのしみタイム、分野の異なる芸術や文化
のコラボなど、多彩な面でご相談に応じます。（講師ご紹介なども）

どなたでも ３０人～３，０００人 応相談

どなたでも

プロフィール
多文化交流イベントの企画に参画しています。また、アリタキ植物園のＰ
Ｒ活動や市民まつりには実行委員として参加しています。

支援・指導内容 イベント企画サポートを支援します。

どなたでも １人～ 無償
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社会教育

団体登録

対象者 対象人数 費　用

団体登録

対象者 対象人数 費　用

心理カウンセラー養成の学習修了者が「カウンセリングとは」を研究する
ために発足。心理カウンセリング、性格検査等も実施。

団体名 サンシティ朗読研究会

支援・指導内容
朗読ボランティアとして、企画に合わせた“読み物”の朗読や司会などの
お手伝いをいたします。

プロフィール

どなたでも 50人～100人 応相談

プロフィール
平成7年サンシティに誕生。元ＮＨＫアナウンサー・チーフディレクター
武井照子氏、作曲家 坪能克裕氏、声優 目黒光祐氏の指導のもと、朗読会や
朗読ボランティア活動を続けてきました。

越谷カウンセリング研究会

支援・指導内容
「心の悩み」相談・支援（一般）。心理検査（性格検査）を活用した社員
教育の実施（法人対象）。

どなたでも 1人 応相談

団体名
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まちづくり

個人登録

対象者 対象人数 費　用

観光

個人登録

対象者 対象人数 費　用

学術・文化・芸術・スポーツ

個人登録

対象者 対象人数 費　用

支援・指導内容 イベント企画サポートを支援します。

どなたでも １人～ 無償

支援・指導内容

氏　　名 向笠　肇

プロフィール
多文化交流イベントの企画に参画しています。また、アリタキ植物園のＰ
Ｒ活動や市民まつりには実行委員として参加しています。

イベント企画サポートを支援します。

どなたでも １人～ 無償

どなたでも １人～ 無償

氏　　名

プロフィール
多文化交流イベントの企画に参画しています。また、アリタキ植物園のＰ
Ｒ活動や市民まつりには実行委員として参加しています。

向笠　肇

氏　　名 向笠　肇

プロフィール
多文化交流イベントの企画に参画しています。また、アリタキ植物園のＰ
Ｒ活動や市民まつりには実行委員として参加しています。

支援・指導内容 イベント企画サポートを支援します。
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学術・文化・芸術・スポーツ

個人登録

対象者 対象人数 費　用

個人登録

対象者 対象人数 費　用

個人登録

対象者 対象人数 費　用

プロフィール 越谷市内各所にて歌の指導などの活動をしています。

支援・指導内容
歌を通じて皆様の健康・笑顔をつくり、音楽の楽しさと日本の良き歌を共
に歌ってまいります。

どなたでも １０人～５０人 応相談

どなたでも １５人～５０人 応相談

氏　　名 田中　美登子

氏　　名 大岩　誓子

プロフィール
１８ヶ国４２回の海外招待演奏・交流ステージに出演。幼稚園教諭・園長
１５年。全国で歌遊び・手遊びの講師。下總皖一音楽賞受賞、また埼玉の
女性百人の推奨を受ける。レコーディング協力１３０曲　他。

支援・指導内容
朗読・歌などを通じての居場所創り、出前ステージや子育て家族へ「うた
とおはなし」の講演、傾聴、おたのしみタイム、分野の異なる芸術や文化
のコラボなど、多彩な面でご相談に応じます。（講師ご紹介なども）

どなたでも ３０人～３，０００人 応相談

氏　　名 塩谷　智紗子

プロフィール
あいのみ文庫代表。越谷市児童福祉審議会委員。「絵本」「子育て」に関
する講座・講習会の講師を務めている。

支援・指導内容

絵本、児童書に関するおはなしをします。「絵本の選び方」「絵本の楽し
み方」「赤ちゃんとのふれあい・絵本に出会うまで」「０、１、２才の絵
本」「３、４、５才・・・成長に合わせた絵本の楽しみ方」「赤ちゃんと
ママのおはなし会-実践-」。赤ちゃんと保護者、大人、教職員を主な対象
とします。
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学術・文化・芸術・スポーツ

個人登録

対象者 対象人数 費　用

個人登録

対象者 対象人数 費　用

団体登録

対象者 対象人数 費　用

どなたでも １０人～３０人 応相談

地域の子ども達のための文庫。1982年文教大学越谷図書館に開かれ、本
の貸し出し、おはなし、読み聞かせ、わらべうたなどを行っている。
2006年「文部科学大臣賞」受賞。

支援・指導内容
赤ちゃんとママ・パパに向けて絵本やわらべうた、手あそびのおはなし
会。また、幼児・小学生へ昔ばなしや絵本の読み聞かせ、詩の朗読、手あ
そび等のおはなし会を行います。

乳児、幼児、小学生 3人～20人 交通費程度

団体名

プロフィール

あいのみ文庫

氏　　名 成田（渋谷）美智恵

武蔵野音楽大学卒業後、多くのコンサートへの出演。コンサートの企画・
立案、部活指導なども多く行う。

支援・指導内容

コンサートに出かけるのが難しいという方、少し気が引けるという方で
も、親しみの持てる身近なコンサートを開催します。また、楽器のレク
チャーや講座なども行えます。（手遊び、レクリエーションなどを交え
て）

氏　　名 高橋　正直

プロフィール
月に一回定期的に老人介護施設で歌います。レパートリーはジャンルを問
わず６３６曲あり歌詞を見ないで歌えます。

支援・指導内容
施設等に出向きまして歌わせて頂きます。演奏はギターではなく私がお持
ちする音楽ポットに入れたカラオケで歌わせて頂きます。リクエストはい
ただけますが、できれば１週間位前もってお知らせください。

どなたでも 何人でも 無償

プロフィール
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学術・文化・芸術・スポーツ

団体登録

対象者 対象人数 費　用

団体登録

対象者 対象人数 費　用

団体登録

対象者 対象人数 費　用

団体名 おともサークル「Rhyme」

プロフィール
打楽器を通じて音楽を身近に感じてもらえるコンサート、イベントを目指
し活動中。

支援・指導内容
クラシックは難しいと思う方々や子育て中のお母さん方など、小さなコン
サートを体験してもらう事で広がる世界や仲間があります。聞くだけでな
く参加型のコンサートを企画して行きます。

どなたでも ５人～３０人 応相談

団体名 特定非営利活動法人　介護サポート悠遊越谷

プロフィール
住み慣れた地域で元気で安全に過ごして頂けるよう市内中心に平成18年よ
り活動してきましたが、平成25年4月にNPO法人となり活動しています。

支援・指導内容
介護の仕方や利用方法の相談。レスパイトケアの提唱や他職種の連携な
ど、医療、認知症や日常生活への支援や講座の開催。運動、有酸素運動や
転倒予防体操、健康体操への支援をします。

どなたでも 50人～100人 応相談

医療的に制限のない人 10人～25人 応相談

団体名 サンシティ朗読研究会

プロフィール
平成7年サンシティに誕生。元ＮＨＫアナウンサー・チーフディレクター
武井照子氏、作曲家 坪能克裕氏、声優 目黒光祐氏の指導のもと、朗読会や
朗読ボランティア活動を続けてきました。

支援・指導内容
朗読ボランティアとして、企画に合わせた“読み物”の朗読や司会などの
お手伝いをいたします。
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学術・文化・芸術・スポーツ

団体登録

対象者 対象人数 費　用

団体登録

対象者 対象人数 費　用

国際協力

個人登録

対象者 対象人数 費　用どなたでも ３０人～３，０００人 応相談

どなたでも 5人～30人 実費のみ

団体名 ＰＣ研究会

プロフィール
パソコンのハード・ソフトについて知識を深め、取得した知識・技術を市
民および未来を担う子どもたちの為に活動するため2004年に設立。

団体名 美育ボランティアこしがや

プロフィール
心を癒し情操を豊かにし、心身の健康へと導く美の持つ力を通して、健康
なまちづくりを願って活動しています。

支援・指導内容
公民館でのイベントや児童作品展示会場にての体験コーナーなどを通じ
て、花で心が癒される体験を多くの人に楽しんでいただいています。身近
に花を飾り楽しむリサイクル花器づくりをお教えします。

プロフィール
１８ヶ国４２回の海外招待演奏・交流ステージに出演。幼稚園教諭・園長
１５年。全国で歌遊び・手遊びの講師。下總皖一音楽賞受賞、また埼玉の
女性百人の推奨を受ける。レコーディング協力１３０曲　他。

氏　　名 大岩　誓子

支援・指導内容
朗読・歌などを通じての居場所創り、出前ステージや子育て家族へ「うた
とおはなし」の講演、傾聴、おたのしみタイム、分野の異なる芸術や文化
のコラボなど、多彩な面でご相談に応じます。（講師ご紹介なども）

支援・指導内容
パソコンで分からないこと、講座開催などご相談ください。［例）動作が
遅い、ネット・メールの設定・使い方、ソフトの使い方がわからないなど
の、ハード、ソフト。また講座を開きたいが講師がいないなど。］

どなたでも 1人～20人 応相談

12



男女共同参画

個人登録

対象者 対象人数 費　用

個人登録

対象者 対象人数 費　用

団体登録

対象者 対象人数 費　用

氏　　名 阿部　重利

プロフィール

企業への研修活動の傍ら、全国各地で年約150本の研修、講演会、セミ
ナーなどを精力的にこなしている。そのパワフルでユーモア感のある語り
口と説得力は各方面から好評を得ており、これまで研修や講演会を受けた
組織・企業人の知識やモチベーション・スキルアップに大きく貢献してい
る。

支援・指導内容
男女共同参画、ワークライフバランス、ダイバーシティ、経済、コミュニ
ティ創造、コミュニケーション術、モチベーション創造などに関わる講
演、研修、支援等。

団体名 特定非営利活動法人　わぁくらいふさぽーたー

どなたでも 何人でも 応相談

氏　　名 塩谷　智紗子

プロフィール
あいのみ文庫代表。越谷市児童福祉審議会委員。「絵本」「子育て」に関
する講座・講習会の講師を務めている。

支援・指導内容

絵本、児童書に関するおはなしをします。「絵本の選び方」「絵本の楽し
み方」「赤ちゃんとのふれあい・絵本に出会うまで」「０、１、２才の絵
本」「３、４、５才・・・成長に合わせた絵本の楽しみ方」「赤ちゃんと
ママのおはなし会-実践-」。赤ちゃんと保護者、大人、教職員を主な対象
とします。

どなたでも １５人～５０人 応相談

プロフィール

私たちは、市民、企業様、社会福祉施設などに対して男女共同参画および
ワークライフバランス社会の実現を目指して、日々活動、情報発行、支援
をしています。ぜひホームページなどをご覧ください。
http://work-life-supporter.org/

支援・指導内容
男女共同参画、ワークライフバランス、ダイバーシティ、経済、コミュニ
ティ創造、コミュニケーション術、モチベーション創造などに関わる講
演、研修、支援等。

どなたでも 何人でも 応相談
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子どもの健全育成

個人登録

対象者 対象人数 費　用

個人登録

対象者 対象人数 費　用

個人登録

対象者 対象人数 費　用

プロフィール
あいのみ文庫代表。越谷市児童福祉審議会委員。「絵本」「子育て」に関
する講座・講習会の講師を務めている。

支援・指導内容

絵本、児童書に関するおはなしをします。「絵本の選び方」「絵本の楽し
み方」「赤ちゃんとのふれあい・絵本に出会うまで」「０、１、２才の絵
本」「３、４、５才・・・成長に合わせた絵本の楽しみ方」「赤ちゃんと
ママのおはなし会-実践-」。赤ちゃんと保護者、大人、教職員を主な対象
とします。

どなたでも １５人～５０人 応相談

１８ヶ国４２回の海外招待演奏・交流ステージに出演。幼稚園教諭・園長
１５年。全国で歌遊び・手遊びの講師。下總皖一音楽賞受賞、また埼玉の
女性百人の推奨を受ける。レコーディング協力１３０曲　他。

支援・指導内容
朗読・歌などを通じての居場所創り、出前ステージや子育て家族へ「うた
とおはなし」の講演、傾聴、おたのしみタイム、分野の異なる芸術や文化
のコラボなど、多彩な面でご相談に応じます。（講師ご紹介なども）

氏　　名 塩谷　智紗子

どなたでも ３０人～３，０００人 応相談

プロフィール

氏　　名 阿部　重利

プロフィール

企業への研修活動の傍ら、全国各地で年約150本の研修、講演会、セミ
ナーなどを精力的にこなしている。そのパワフルでユーモア感のある語り
口と説得力は各方面から好評を得ており、これまで研修や講演会を受けた
組織・企業人の知識やモチベーション・スキルアップに大きく貢献してい
る。

支援・指導内容
男女共同参画、ワークライフバランス、ダイバーシティ、経済、コミュニ
ティ創造、コミュニケーション術、モチベーション創造などに関わる講
演、研修、支援等。

氏　　名 大岩　誓子

どなたでも 何人でも 応相談
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子どもの健全育成

個人登録

対象者 対象人数 費　用

団体登録

対象者 対象人数 費　用

団体登録

対象者 対象人数 費　用

氏　　名 成田（渋谷）美智恵

プロフィール
武蔵野音楽大学卒業後、多くのコンサートへの出演。コンサートの企画・
立案、部活指導なども多く行う。

団体名 あいのみ文庫

プロフィール
地域の子ども達のための文庫。1982年文教大学越谷図書館に開かれ、本
の貸し出し、おはなし、読み聞かせ、わらべうたなどを行っている。
2006年「文部科学大臣賞」受賞。

支援・指導内容

コンサートに出かけるのが難しいという方、少し気が引けるという方で
も、親しみの持てる身近なコンサートを開催します。また、楽器のレク
チャーや講座なども行えます。（手遊び、レクリエーションなどを交え
て）

どなたでも １０人～３０人 応相談

団体名 おともサークル「Rhyme」

プロフィール
打楽器を通じて音楽を身近に感じてもらえるコンサート、イベントを目指
し活動中。

支援・指導内容
赤ちゃんとママ・パパに向けて絵本やわらべうた、手あそびのおはなし
会。また、幼児・小学生へ昔ばなしや絵本の読み聞かせ、詩の朗読、手あ
そび等のおはなし会を行います。

乳児、幼児、小学生 3人～20人 交通費程度

支援・指導内容
クラシックは難しいと思う方々や子育て中のお母さん方など、小さなコン
サートを体験してもらう事で広がる世界や仲間があります。聞くだけでな
く参加型のコンサートを企画して行きます。

どなたでも ５人～３０人 応相談
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子どもの健全育成

団体登録

対象者 対象人数 費　用

団体登録

対象者 対象人数 費　用

団体登録

対象者 対象人数 費　用

どなたでも 50人～100人 応相談

団体名 サンシティ朗読研究会

プロフィール
平成7年サンシティに誕生。元ＮＨＫアナウンサー・チーフディレクター
武井照子氏、作曲家 坪能克裕氏、声優 目黒光祐氏の指導のもと、朗読会や
朗読ボランティア活動を続けてきました。

支援・指導内容
朗読ボランティアとして、企画に合わせた“読み物”の朗読や司会などの
お手伝いをいたします。

どなたでも 何人でも 応相談

団体名 特定非営利活動法人　わぁくらいふさぽーたー

プロフィール

私たちは、市民、企業様、社会福祉施設などに対して男女共同参画および
ワークライフバランス社会の実現を目指して、日々活動、情報発行、支援
をしています。ぜひホームページなどをご覧ください。
http://work-life-supporter.org/

支援・指導内容
男女共同参画、ワークライフバランス、ダイバーシティ、経済、コミュニ
ティ創造、コミュニケーション術、モチベーション創造などに関わる講
演、研修、支援等。

プロフィール
心を癒し情操を豊かにし、心身の健康へと導く美の持つ力を通して、健康
なまちづくりを願って活動しています。

支援・指導内容
公民館でのイベントや児童作品展示会場にての体験コーナーなどを通じ
て、花で心が癒される体験を多くの人に楽しんでいただいています。身近
に花を飾り楽しむリサイクル花器づくりをお教えします。

どなたでも 5人～30人 実費のみ

団体名 美育ボランティアこしがや
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情報化社会

個人登録

対象者 対象人数 費　用

団体登録

対象者 対象人数 費　用

科学技術

団体登録

対象者 対象人数 費　用どなたでも 1人～20人 応相談

団体名

プロフィール
パソコンのハード・ソフトについて知識を深め、取得した知識・技術を市
民および未来を担う子どもたちの為に活動するため2004年に設立。

ＰＣ研究会

支援・指導内容
パソコンで分からないこと、講座開催などご相談ください。［例）動作が
遅い、ネット・メールの設定・使い方、ソフトの使い方がわからないなど
の、ハード、ソフト。また講座を開きたいが講師がいないなど。］

パソコンのハード・ソフトについて知識を深め、取得した知識・技術を市
民および未来を担う子どもたちの為に活動するため2004年に設立。

支援・指導内容
パソコンで分からないこと、講座開催などご相談ください。［例）動作が
遅い、ネット・メールの設定・使い方、ソフトの使い方がわからないなど
の、ハード、ソフト。また講座を開きたいが講師がいないなど。］

どなたでも 1人～20人 応相談

プロフィール

氏　　名 岡田　英夫

プロフィール
地域の為のＩＴ系の会社を運営中。市民活動でパソコンや情報が有効活用
できるように支援しています。

支援・指導内容
ホームページ、チラシ、ポスター、パンフレットの個別相談やミニ講座開
催。ワード、エクセル、ツイッタ―、画像ソフトなどのミニ講座。会計
（非法人）の相談や作成補助をいたします。

団体名 ＰＣ研究会

市民活動団体 １人～１０人 実費のみ
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経済活動

個人登録

対象者 対象人数 費　用

個人登録

対象者 対象人数 費　用

団体登録

対象者 対象人数 費　用

プロフィール

私たちは、市民、企業様、社会福祉施設などに対して男女共同参画および
ワークライフバランス社会の実現を目指して、日々活動、情報発行、支援
をしています。ぜひホームページなどをご覧ください。
http://work-life-supporter.org/

支援・指導内容
男女共同参画、ワークライフバランス、ダイバーシティ、経済、コミュニ
ティ創造、コミュニケーション術、モチベーション創造などに関わる講
演、研修、支援等。

どなたでも 何人でも 応相談

プロフィール
地域の為のＩＴ系の会社を運営中。市民活動でパソコンや情報が有効活用
できるように支援しています。

支援・指導内容
ホームページ、チラシ、ポスター、パンフレットの個別相談やミニ講座開
催。ワード、エクセル、ツイッタ―、画像ソフトなどのミニ講座。会計
（非法人）の相談や作成補助をいたします。

団体名 特定非営利活動法人　わぁくらいふさぽーたー

市民活動団体 １人～１０人 実費のみ

氏　　名 岡田　英夫

どなたでも 何人でも 応相談

氏　　名 阿部　重利

プロフィール

企業への研修活動の傍ら、全国各地で年約150本の研修、講演会、セミ
ナーなどを精力的にこなしている。そのパワフルでユーモア感のある語り
口と説得力は各方面から好評を得ており、これまで研修や講演会を受けた
組織・企業人の知識やモチベーション・スキルアップに大きく貢献してい
る。

支援・指導内容
男女共同参画、ワークライフバランス、ダイバーシティ、経済、コミュニ
ティ創造、コミュニケーション術、モチベーション創造などに関わる講
演、研修、支援等。
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職業能力・雇用機会

個人登録

対象者 対象人数 費　用

その他ＮＰＯ支援

個人登録

対象者 対象人数 費　用

氏　　名

プロフィール
地域の為のＩＴ系の会社を運営中。市民活動でパソコンや情報が有効活用
できるように支援しています。

岡田　英夫

支援・指導内容
ホームページ、チラシ、ポスター、パンフレットの個別相談やミニ講座開
催。ワード、エクセル、ツイッタ―、画像ソフトなどのミニ講座。会計
（非法人）の相談や作成補助をいたします。

市民活動団体 １人～１０人 実費のみ

市民活動団体 １人～１０人 実費のみ

氏　　名 岡田　英夫

プロフィール
地域の為のＩＴ系の会社を運営中。市民活動でパソコンや情報が有効活用
できるように支援しています。

支援・指導内容
ホームページ、チラシ、ポスター、パンフレットの個別相談やミニ講座開
催。ワード、エクセル、ツイッタ―、画像ソフトなどのミニ講座。会計
（非法人）の相談や作成補助をいたします。
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コミュニティ推進

個人登録

対象者 対象人数 費　用

団体登録

対象者 対象人数 費　用

どなたでも 何人でも 応相談

団体名 特定非営利活動法人　わぁくらいふさぽーたー

プロフィール

私たちは、市民、企業様、社会福祉施設などに対して男女共同参画および
ワークライフバランス社会の実現を目指して、日々活動、情報発行、支援
をしています。ぜひホームページなどをご覧ください。
http://work-life-supporter.org/

支援・指導内容
男女共同参画、ワークライフバランス、ダイバーシティ、経済、コミュニ
ティ創造、コミュニケーション術、モチベーション創造などに関わる講
演、研修、支援等。

どなたでも 何人でも 応相談

氏　　名 阿部　重利

プロフィール

企業への研修活動の傍ら、全国各地で年約150本の研修、講演会、セミ
ナーなどを精力的にこなしている。そのパワフルでユーモア感のある語り
口と説得力は各方面から好評を得ており、これまで研修や講演会を受けた
組織・企業人の知識やモチベーション・スキルアップに大きく貢献してい
る。

支援・指導内容
男女共同参画、ワークライフバランス、ダイバーシティ、経済、コミュニ
ティ創造、コミュニケーション術、モチベーション創造などに関わる講
演、研修、支援等。

20



Ⅲ　人名・団体名　索引（50音順）　＊数字はページを表しています

あ あ

13 ・ 14 ・ 18 ・ 20 4

6 10 ・ 15

4 ・ 6 ・ 9 ・ 12・14 11 ・ 15

17 ・ 18 ・ 19

さ 4 ・ 11

9 ・ 13 ・ 14 7

5

9

10 5 ・ 7 ・ 11 ・ 16

10 ・ 15 12 ・ 16

12 ・ 17

6 ・ 8

13 ・ 16 ・ 18 ・ 20

阿部　重利

大岩　誓子

塩谷　智紗子

 しげとし

            ちか  こ

　　 しおや 　ち　さ　こ

石本　紀子

岡田　英夫

個　人　名 団　体　名

美育ボランティアこしがや

ＰＣ研究会

介護サポート悠遊越谷
（特定非営利活動法人）

サンシティ朗読研究会

越谷カウンセリング研究会

越谷市ボランティア連絡会

合（特定非営利活動法人）

あいのみ文庫

　　あい

　　　　　　　　　　

さ

か

成田(渋谷)美智恵

おともサークル「Rhyme」

な は

わぁくらいふさぽーたー
（特定非営利活動法人）

わ
向笠　肇

　  むか  さ　　 はじめ

た

田中　美登子

ま

高橋　正直
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Ⅳその他

越谷市市民活動支援センター人材バンク設置要綱 
 

平成 26 年６月１日 

指 定 管 理 者 決 定 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市民の市民活動への参加と協働によるまちづくりの推進を図るために、市

民の豊かな知識や経験等を活かした、多様な市民活動を支援する事業について、必要な事項を

定める。 

 

（設置） 

第２条 市民活動に関する豊かな知識や経験等を有する個人及び団体の情報を登録し、活用を図

るため、越谷市市民活動支援センター人材バンク（以下「人材バンク」という。）を設置する。 

 

（登録要件） 

第３条 人材バンクに登録できる者は、次の要件をすべて満たす個人及び団体とする。 

(１) 個人とは、越谷市市民活動支援センター（以下｢支援センター」という。）の登録団体に

加入している方、または、越谷市に在住・在学・在勤している１８歳以上の方であること。 

(２) 団体とは、支援センターの登録団体であること。 

(３) 市民の市民活動への参加の促進と協働のまちづくりの推進のために、自らの知識や経験

等を活かすことを希望すること。 

(４) 政治活動、宗教活動、または営利を目的とした活動を行うものではないこと。 

(５) 団体においては、団体の会員募集や事業の宣伝・集客のみを行う場としないこと。 

 

（登録活動分野） 

第４条 登録できる活動分野は別表１のとおりとする。 

 

（登録手続等） 

第５条 人材バンクへの登録を希望する者は、越谷市市民活動支援センター人材バンク登録申請

書（様式１号）を越谷市市民活動支援センターへ提出するものとする。 

２ 越谷市市民活動支援センター所長（以下「センター所長」という。）は、申請内容の適否の

確認を行い、その結果を申請者へ速やかに通知するとともに、適当と認めた場合は人材バンク

への登録を行う。 

３ センター所長は、人材バンクに登録した個人及び団体（以下「登録者」という。）の承諾を

得て、人材バンク情報冊子「手と手をつなぐ情報ガイド」へ登録者の情報を掲載するものとす

る。 

４ 人材バンクへの登録の有効期限は、登録した日の属する年度の翌年の 3 月 31 日までとする。 

 

（登録事項の変更等）  

第６条 登録者は、登録事項に変更が生じた場合は、越谷市市民活動支援センター人材バンク変

更届（以下「変更届」という。）（様式２号）をセンター所長へ提出するものとする。 

２ センター所長は、登録者より変更届が提出されたときは、登録事項の変更等を行い、その旨

を登録者へ速やかに通知をするものとする。 
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１．保健・医療・福祉　２．社会教育　３．まちづくり　４．観光　５．農村・漁村・中山間

６．学術・文化・芸術・スポーツ　７．環境保全　８．災害救助　９．地域安全

１０．人権擁護・平和推進　１１．国際協力　１２．男女共同参画　１３．子どもの健全育成

１４．情報化社会　１５．科学技術　１６．経済活動　１７．職業能力・雇用機会

１８．消費者保護　１９．その他ＮＰＯ支援　２０．都道府県等の条例で定める活動

２１．自治会　２２．コミュニティ推進

（登録の抹消） 

第７条 センター所長は、次の項目に該当するときは、その登録を抹消するものとし、その旨を

登録者へ速やかに通知をするものとする。 

(１)登録者から抹消の申請があったとき。 

(２)第３条に規定する登録の要件を満たさなくなったとき。 

(３)その他、登録を抹消する必要があると、センター所長が認めたとき。 

 

（利用方法等） 

第８条 人材バンクを利用できる者（以下「利用者」という。）は、支援センターの登録団体あ

るいは登録団体に加入している方、及び越谷市に在住・在学・在勤している１８歳以上の方と

する。 

２ 利用者は、越谷市市民活動支援センター人材バンク利用申込書（様式 3 号）を支援センター

へ提出するものとする。 

３ センター所長は、前項の申込があったときは、登録者と調整を行い、了承が得られた場合に

は、登録者から利用者に連絡するものとする。 

４ 利用者は、人材バンクを利用したときは、越谷市市民活動支援センター人材バンク利用報告

書（様式４号）を支援センターへ提出するものとする。 

５ 利用者と登録者間で問題が生じた場合には、それぞれの自己責任において対処するものとす

る。 

６ 支援センターは、人材バンクを利用した活動に伴い発生した事故及び損害について、その責

務は負わない。 

 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項はセンター所長が別に定める。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成２６年６月１日から施行する。 

２ この要綱は、平成２７年３月３１日をもって効力を失う。 

 

別表１（第４条関係） 
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（様式１号）１－１団体用 

平成   年   月   日  

 越谷市市民活動支援センター所長 宛 

 

 越谷市市民活動支援センター人材バンクに登録します。 

人材バンクの情報冊子「手と手をつなぐ情報ガイド」への掲載を了承します。 

①団体名  

代表者  

連絡先 （自宅）             （携帯） 

Ｅメールアドレス  

②団体プロフィール 

肩書き（70 字以内） 

活動分野 

 
 

③支援・指導内容 

（100 字以内） 
 

④対象者 
・（    ）歳以上  ・初心者  ・一般成人  ・どなたでも 

・その他（                             ） 

⑤対象人数 （     ）人から（     ）人まで 

⑥費用 ・無償 ・交通費程度 ・実費のみ ・応相談 

活動可能な地域 ・越谷市内どこでも ・限定（                    ） 

備考欄  

 
《活動分野》 
1.保健・医療・福祉 2.社会教育 3.まちづくり 4.観光 5.農村・漁村・中山間 6.学術・文化・芸術・スポ
ーツ 7.環境保全 8.災害救助 9.地域安全 10.人権擁護・平和推進 11.国際協力 12.男女共同参画 13.
子どもの健全育成 14.情報化社会 15.科学技術 16.経済活動 17.職業能力・雇用機会 18.消費者保護 
19.その他 NPO 支援 20.都道府県等の条例で定める活動 21.自治会 22.コミュニティ推進 
 
※網掛け部分 ①～⑥ が人材バンクの情報冊子「手と手をつなぐ情報ガイド」の掲載内容になります。 
 この情報は、人材バンクに関することを目的とし、それ以外には使用いたしません。 

 

センター記入欄 

 

 

 

 

 

 

受付印 
所長確認  ○印  担当者確認   ○印  

 月  日 

登録 

受付 
月  日 

HP 月  日 
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（様式１号）１－2 個人用 

平成   年   月   日  

 越谷市市民活動支援センター所長 宛 

 

 越谷市市民活動支援センター人材バンクに登録します。 

人材バンクの情報冊子「手と手をつなぐ情報ガイド」への掲載を了承します。 

①氏名  

住所  

電話  メールアドレス  

生年月日 年   月   日 性別 男性 ・ 女性 

今までの活動実績  

確認事項 
他に登録して ・いる（                 ） ・いない 

営利、宗教、政治に関する内容ではありません。（  はい  ） 

②プロフィール 

肩書き（70 字以内） 

活動分野 

 
 

③支援・指導内容 

（100 字以内） 
 

④対象者 
・（    ）歳以上  ・初心者  ・一般成人  ・どなたでも 

・その他（                             ） 

⑤対象人数 （     ）人から（     ）人まで 

⑥費用 ・無償 ・交通費程度 ・実費のみ ・応相談 

活動可能な地域 ・越谷市内どこでも ・限定（                    ） 

備考欄  

 
《活動分野》 
1.保健・医療・福祉 2.社会教育 3.まちづくり 4.観光 5.農村・漁村・中山間 6.学術・文化・芸術・スポ
ーツ 7.環境保全 8.災害救助 9.地域安全 10.人権擁護・平和推進 11.国際協力 12.男女共同参画 13.
子どもの健全育成 14.情報化社会 15.科学技術 16.経済活動 17.職業能力・雇用機会 18.消費者保護 
19.その他 NPO 支援 20.都道府県等の条例で定める活動 21.自治会 22.コミュニティ推進 
 
※網掛け部分 ①～⑥ が人材バンクの情報冊子「手と手をつなぐ情報ガイド」の掲載内容になります。 
 この情報は、人材バンクに関することを目的とし、それ以外には使用いたしません。 

 
センター記入欄 

 

 

 

 

 

受付印 所長確認  ○印  担当者確認   ○印  

 月  日 

登録 

受付 
月  日 

HP   月  日 
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（様式２号）団体・個人用 

  平成   年   月   日  

 越谷市市民活動支援センター所長 宛 

 

越谷市市民活動支援センター人材バンク設置要綱第６条の規定により、 

 

人材バンク登録に変更が生じましたので 
届け出ます 

人材バンク登録の抹消を希望するので 

               

 

年  月  日 

 

 

団体名             （登録番号    ） 

 

代表者名                       

 

 【 変更内容 】※変更の場合のみ記入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 抹消理由 】※抹消の場合のみ記入 

 

 

 

 

 

 

 

 

※個人の場合は、代表者名に記名してください。 
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（様式 3 号） 

平成   年   月   日 

越谷市市民活動支援センター所長 宛 

 

下記の通り人材バンクを利用したいので、申し込みます。 

※ご記入いただいた個人情報等は、目的以外で使用することはありません。 

 

センター記入欄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

団体名 

フリガナ 

 

 

(代表者名：              ) 

申込者 

フリガナ 

 

 

申込者連絡先 

電話（日中連絡可能なご連絡先） 

 

Ｅ-mail 

 
 

利用希望内容 

（内容や日程、場所等を詳しくご記入下さい。） 

 

 

 

 

 

 

人材バンク 
登録者 

ＮＯ． 

受付印 

 

 

 

 

所長確認     ㊞ 

月  日(  ) 

提出受付者確認   ㊞ 

月  日(  ) 

決定事項 

開催 

日時 
報 告 

受付者 
月  日(  ) ㊞ 

開催 

場所 

報 告 

受付者 
月  日(  ) ㊞ 
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（様式 4 号） 

平成   年   月   日  

越谷市市民活動支援センター所長 宛 

 

 下記の通り人材バンクを利用したので、報告します。 

 

団体名 

フリガナ 

 

 

(代表者名：                      ) 

報告者 

フリガナ 

 

 

報告者連絡先 

電話 

E-mail 

利用内容 

 

 

 

 

 

実施日・時間 

 

 

 

 

実施場所 
 

対 象 
 

参加人数 
 

費 用 
 

感 想 
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