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ＮＰＯ法人コミュニティケアクラブ埼玉（ＣＳＳ） №11

ボランティア募集
NPO 法人コミュニティケアクラブ埼玉(CSS)は、誰もがず～っ
と安心して暮らしていけるような地域社会を創るために活動を
している中間支援組織の NPO 法人です。
地域や誰かの役に立ちたいと考えていらっしゃるみなさんの
ボランティア登録を受付けます。
●活動内容

当法人と地域でたすけあいの事業をしている会員
団体でのボランティアです。
【北本市で】
・技能を活かしたボランティア講師（パソコン・
英語・体操・手芸 等）
・サロンの清掃
・サロンの利用者さんとのおしゃべり
【さいたま市で】
・ユニバーサルデザインの衣類の作製
【さいたま市南区近辺で】
・地域福祉講座の企画
●応募資格 年齢・男女は問いません。県内に在住・在勤・在
学で地域福祉に関心のある方。
●応募方法 下記ホームページより登録用紙をダウンロード
し、必要な事柄を記入の上、FAX もしくは E メー
ルでお送りください。追って連絡を差し上げま
す。
●問 合 せ ＮＰＯ法人コミュニティケアクラブ埼玉
TEL/FAX ０４８－７６４－９３６６
E- mai l ccs0527@ace.ocn.ne.jp
U R L http://www3.ocn.ne.jp/~ccs0527/
※上記以外でも“わたし”の趣味・得意なことをお知らせくだ
さい。※有償で誰かの役に立ちたい（家事支援）という方には
“ワーカーズコレクティブ”という働き方をご案内します。

ＮＰＯ法人ストロベリーハート

NPO 法人ストロベリーハートは、音楽が大好きな知的にハン
ディを持つ人々のさまざまな音楽活動を支援しながら、彼らが
地域の一員として心豊かに逞しく生きることのできる福祉コミ
ュニティづくりに取り組んでいます。また、支援している知的
ハンディを持つ人々の音楽活動グループのために、様々なコン
サートを企画実施しています。
この度、彼らと共に演奏をしていただける高校生・大学生・
一般の方を募集しています。一緒にジョイントコンサートをし
ませんか？詳しくは事務局までお問い合わせください。
●問 合 せ

チャイルドラインとは、１８歳までの子ども専用電話です。
さいたまチャイルドラインでは、電話を通して子どもの声を聴
き、子どもの心に寄り添っていくことを目的として活動してい
ます。受け手にはならないけれど、子どもたちのことを知りた
い、子どもの環境を考えたいという方も歓迎します。一緒に学
びましょう。
●日

程

７月１２日～１２月１３日（全１３回）
時間は毎回１３：３０～１６：００ ※11 月 8 日を除く
●会
場 朝霞市内（予定）
●受講資格 １８歳以上
●受 講 料 ２０，０００円（全１３回資料代含む）
●問 合 せ 認定ＮＰＯ法人さいたまチャイルドライン
携
帯 ０７０－５５６４－３１９０（養成講座担当）

ＮＰＯ法人ストロベリーハート（川越市）
TEL ０４９－２９０－８７８０
URL http://www.ac.auone-net.jp/~ihigo5/
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埼玉県自然学習センター・北本自然観察公園

ボランティア大募集
埼玉県自然学習センター・北本自然観察公園は、さまざま
な形で多くのボランティアの方々に支えられています。環境
教育の拠点や野生生物の生息場所として、更に良くしていく
ために、みなさんのお力を貸してください！
●活 動 例

№12

電話に出る仲間を募集します

●申 込 先

●問 合 せ

•公園管理作業（月に２回程度。平日）
•イベントのサブリーダー（主に土日祝日）
•ニュースレターの発送作業（年に４回。平日）
•アカガエルの卵塊数調査（例年２～４月の毎週平日）
•展示物の作成や整理（不定期） など
ボランティア登録用紙に必要事項をご記入の
上、直接お持ちいただくか、ＦＡＸ・Ｅメー
ル・郵送でお送りください。折り返し、最新の
「ボランティアメニュー」をお送りします。
F A X ０４８－５９０－１０３９
E-mail kitamoto@saitama-shizen.info
郵 送 〒364-0026 埼玉県北本市 5-200
埼玉県自然学習センター
TEL ０４８－５９３－２８９１

★ボランティアけいじばんの記事募集！
締め切りは毎月２０日です。発行部数：５００部
配布先：埼玉県社会福祉協議会、県内公立図書館、
県内市民活動サポートセンター等

★ボランティアけいじばんの朗読テープの
貸し出しを行っています。
（協力）朗読ボランティアグループ

【当けいじばんに関する問合せ】

公益財団法人いきいき埼玉
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知的ハンディをもつ音楽グループと
一緒にコンサートをしませんか？

●申込方法

認定ＮＰＯ法人さいたまチャイルドライン

〒362-0812 埼玉県伊奈町内宿台 6-26
埼玉県県民活動総合センター内
電話：０４８－７２８－８１８１
(10:00～16:00､月曜休み)
Ｆ Ａ Ｘ：０４８－７２９－０３１８
E-mail:v-soudan@sai-saposen.on.arena.ne.jp

活動支援担当

てとてとて

電話０４８－７２８－７１１６

http://www.kenkatsu.or.jp

伊藤君子 with フレンズ
Birthday Jazz Concert
ジャズヴォーカル界にあって日本の至宝と呼び声高い伊藤君
子がお送りする、１日遅れの誕生日コンサートです。心温まる
歌声、夏の日の午後、心に染み入る至福の時間をお楽しみくだ
さい。
●日 時
●定 員
●入場料
●問合せ

７月１２日（土）１４：００開演(１３：３０開場)
２５０名（保育あり）
前売券３，０００円（当日券は２００円増し）
生涯学習・地域連携担当 048-728-7113

シネマランド＆ウィークエンドクラブ
昔懐かしい１６ｍｍフィルムで上映する子ども向け映画と、
今回はむかしのあそび体験です。事前申し込みは不要です。
当日、直接会場へ遊びにきてください。
＜シ ネ マ ラ ン ド＞ 彦星と織姫／やさしい怪獣
＜ウィークエンドクラブ＞ むかしのあそび体験
●日 時
●定 員
●入場料
●問合せ

７月１３日（日）１３：３０～１５：４５
５０名
無料
活動支援担当 048-728-7116

１日で学ぶはじめてのパソコン

第１回健康セミナー

５時間でパソコンの基礎をしっかり学びましょう。効率のい
い文字入力の技術、書式設定、インターネット等を学びます。

「笑って楽しい血圧の勉強会」

●日 時
●定 員
●受講料
●問合せ

７月６日（日） １０：００～１６：００
３０名
５，５００円（教材費別途１，２９６円）
生涯学習・地域連携担当 048-728-7113

マイパソコンで学ぶ Windows8

●日 時
●定 員
●受講料
●問合せ

７月１３日（日）１３:３０～１５:００
１４０人（概ね６０歳以上の県内在住の方）
無料
高齢者いきがい支援担当 048-728-7951

初級講座

ご自分の Windows８のパソコンで学ぶ講座です。ワードでイ
ラストやデジカメ画像を挿入した文書の作り方、インターネッ
トの便利な活用方法やメール等を学習します。
●日 時
●定 員
●受講料
●問合せ

健やかにいきいきとした生活を送るため、また高血圧を予防
するための心構えや、高血圧と診断された場合の日常生活につ
いて、分かりやすく解説します。

7/22～9/30 13:30～15:30 火曜全 10 日間
２０人（概ね６０歳以上で文字入力・マウス操作が出来る方）
１８，０００円（教材費別途 １，２９６円）
生涯学習・地域連携担当 048-728-7113

彩の国プラチナフェスティバル

高齢者創作展作品募集
●申込期限
●対
象
●出 品 料
●問 合 せ

７月４日（金）必着
県内在住の６０歳以上の方（平成２６年４月１日現在）
無料
高齢者いきがい支援担当 048-728-7951

●相談コーナーのご案内
◆受付時間：１０：００～１６：００
◆休 館 日：埼玉県県民活動総合センター休館日・毎週月曜日
●アクセス方法
◆大宮駅からニューシャトルで内宿駅まで約２５分。内宿駅から無料送迎バスで約３分、
または徒歩約１５分。
◆ＪＲ宇都宮線蓮田駅西口から朝日バス（丸谷・八幡神社・菖蒲車庫行き）で約２０分。
上平野バス停下車、徒歩約１２分。
◆ＪＲ宇都宮線蓮田駅西口からけんちゃんバス（県民活動総合センター行き）で約２０分。
◆ＪＲ上尾駅東口からバス（羽貫駅・伊奈学園行き）で約２５分。羽貫駅下車。
ニューシャトルに乗換内宿駅まで１駅。（約３分）。
※有料駐車場あり。１時間まで無料、１日上限４００円。
●ご案内
◆館内のレストラン及び売店をどうぞご利用ください。
◆当センターには宿泊室がございます。講座等にご参加の際もご利用ください。

〒362-0812 埼玉県伊奈町内宿台６－２６ 埼玉県県民活動総合センター内
電話：０４８－７２８－８１８１（10:00～16:00、月曜休み） FAX：０４８－７２９－０３１８
E-mail：v-soudan@sai-saposen.on.arena.ne.jp

至大宮

