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春日部市違反簡易広告物除却
№149
ボランティア団体募集

春日部市では、市民の皆さんと協力して快適な生活環境を目指

狭山稲荷山公園「いなりやまフレンズ」募集
「いなりやまフレンズ」とは、“リビングパー

№150

すため道路上の電柱や街路樹など、春日部市屋外広告物条例で広

ク”をテーマに狭山稲荷山公園がより美しく魅力的な公園と

告物の表示を禁止している場所に取り付けられた「はり紙」
「はり

なるよう、活動を行うボランティアです。公園内の植物管理や

札」
「立看板」などの違反簡易広告物を除却するボランティア団体

イベントの運営などを一緒にお手伝いしていただくメンバー

を募集しています。

を募集しています。活動内容の詳細はお問い合わせください。

・活動内容：道路上の電柱や街路樹など広告物の表示を禁止して

・活動内容：園内植物のお手入れ、花壇、草花プランターの植

いる場所に表示された「はり紙」
「はり札」
「立看板」

え付けとお手入れ、落ち葉拾い、花苗の育成、誘

などの除却。

引作業、公園主催イベントの補助活動など

・応募条件：20 歳以上の市内在住・在勤・在学者 2 人以上で構
成されている団体

・活動日時：毎月 2 日程度（第 3 木曜・第 4 日曜日）
9:00～11:00

・その他：申し込み後、市が開催する講習会を受講する必要があ

・活動場所：狭山稲荷山公園（狭山市稲荷山 1 丁目 23-1）

能）

・申し込み、問い合わせ：狭山稲荷山公園 管理事務所
TEL：04-2955-3228

TEL：048-736-1111

室」において、小学生の遊びや工作などの体験活動中に事故
が起きないように、また、ルールやマナーに反することをし
ないように子供たちを見守って下さるボランティアスタッ
フ（安全管理員）を配置しています。地域にお住まいの方で
子供たちのために何かしてあげたいと思っている方、また、
将来子供関係の職業を希望している方、子供が好きで一緒に
遊んでいただける方など、大歓迎です！
・活動内容：参加児童の見守りやサポート。

・活動時間：戸田市内各小学校（詳細はお問い合わせください）
・活動場所：放課後の時間（午後 2 時頃から午後 5 時頃まで）
※興味のある方は詳細をご説明いたしますので、まずは児童青

・申し込み、お問い合わせ：戸田市役所児童青少年課

内線：3515

入間市将棋ボランティア募集

戸田市では、市内各小学校で開催している「放課後子ども教

少年課にお問い合わせください。

・申し込み、問い合わせ：春日部市役所都市計画課
景観担当

№151

・応募条件：原則 18 歳以上の方

※イベント時などには変更となる場合がございます。

ります。活動期間は 2 年間です。
（継続することも可

・申し込み方法：直接または電話で、都市計画課へ。

戸田市放課後子ども教室
ボランティア募集

№152

ＴＥＬ：048-441-1800（代表） ＦＡＸ：048-432-8510

朝霞市 公園・緑地の
№153
管理ボランティア団体募集

朝霞市 道路美化活動団体募集！ №154

入間市社会福祉協議会では、市内の高齢者福祉施設や個人宅

朝霞市では市内の身近な公園や緑地を整備、管理していただ 朝霞市では、市が管理する道路等において、快適で美しい道路

で、高齢者の方の将棋のお相手をしてくださるボランティアの方

ける団体を募集中です。緑地や公園の管理は、町内会や市民ボ 環境づくりを推進するとともに道路愛護意識の向上を図るた

を募集しています。

ランティアの皆さまだけでなく、事業者の皆さまの参加も募集 め、ボランティアで道路美化活動を行う市民団体等を道路美

将棋を指すのは頭を使い、指を動かすので高齢者のリハビリに
最適です。興味のある方はぜひお問い合わせください！

しています。社会貢献活動などを通じて地域に根ざした活動を 化活動団体として募集しています。
している事業者の皆さま、そして多くの市民の皆さまのご参加
をお待ちしています。 詳しくは朝霞市役所みどり公園課までお ・応募条件：５人以上で構成された団体で、一定区間について

・活動内容：将棋のボランティア
・活動場所：市内高齢者施設、個人宅
（詳細はお問い合わせください）
・申し込み、お問い合わせ：入間市社会福祉協議会
入間ボランティアセンター

ＴＥＬ：04-2964-0486

問い合わせください。

年４回以上の植樹帯の管理や道路清掃などの美

・活動内容：緑地や公園内の清掃、ゴミ等の指定場所への収集、

化活動を実施できる団体

除草、緑地や公園内の花壇の植え付け、その後の管理等

（町内会、老人会、商工会、学校、会社企業など）

※活動に伴う消耗品（軍手、鎌、ゴミ袋等）や花の種苗の支給、 ・活動内容：市管理道路の活動区域内における道路清掃、花の
傷害保険の加入は市が負担します。

植栽、除草等の活動。

・応募条件： 町内会や自治会、朝霞市内を主たる活動場所とす ・申し込み、問い合わせ：朝霞市役所道路整備課
るボランティア団体、事業者などの５人以上で組織された団体

道路管理係

・申し込み、問い合わせ：朝霞市役所みどり公園課

まで

TEL：048-463-0912

ＴＥＬ：048-463-0374

いきいきタウン蕨 ボランティア募集 №155
いきいきタウン蕨では、ボランティアの方を募集しておりま
す。
・活動日時：月曜日～金曜日

14：00～15：00

・活動場所：いきいきタウン蕨（蕨市南町 2-32-20）
・活動内容 ：特別養護老人ﾎｰﾑ、ショートステイ、デイサービス
における
①イベント活動（歌・演奏・体操など）
②製作などの指導（折り紙、押し花、絵手紙など）
③スタッフのお手伝い（清掃・食器洗い・ﾄﾞﾗｲﾔｰがけなど）
※③の時間については応相談
・募集人数：男女問わず（無償ボランティアです）
・その他：上履き持参、露出の多くない服装で。
・申し込み、問い合わせ：いきいきタウン蕨
地域交流担当

角本

TEL：048-290-8132

深谷市 災害ボランティア募集 №156
深谷市社会福祉協議会では、平時における研修や訓練及び深

神川町着ぐるみボランティア大募集！
神川町では、各イベントなどでマスコット

№157

谷市内外での災害時にボランティアとして可能な範囲内で活

キャラクター「神じい」
「なっちゃん」の着ぐるみを着て、

動していただける「深谷市災害ボランティア」を募集していま

神川町のＰＲをしていただける方を募集しています。

す。いつ、どこで起こるか分からない災害に備え、平時より災

・活動内容：イベント等で「神じい」
「なっちゃん」の着ぐ

害や防災に関する技術を習得し、災害が起こったときには被

るみに入ってのＰＲ活動

災地で活動を行っていただきます。趣旨にご賛同いただける

などにつきましては、研修会を実施します。

方は、社会福祉協議会まで下記の方法でご登録していただき

※着ぐるみの動作

・応募要件：催事等を盛り上げていただける方・マナー、集

ますようお願いします。ご登録をお待ちしております。

合時間等を守れる方・イベント会場へ直接行

・活動内容：防災訓練、災害ボランティア研修への参加

ける方・身長 175 ㎝以下の方

深谷市内外における被災地支援

など

・応募方法：
「登録希望書」に必要事項を記入の上、ＦＡＸ

・応募条件：深谷市内に在住、在勤の方

またはＥメールにより、神川町経済観光課ま

・申込方法：メールにて「件名：災害ボランティア登録」、本文に「氏

でお申し込み下さい。

名・住所・性別・生年月日・携帯電話番号・職業を記載の上、社会
福祉協議会（shakyo@ezweb.ne.jp）までお送りください。

・お問い合わせ：社会福祉法人深谷市社会福祉協議会
ＴＥＬ：048-573-6563（代表）

・申し込み、問い合わせ：神川町役場経済観光課
ＴＥＬ：0495-77-0703 FAX：0495-77-3915
E-mail：kankou@town.kamikawa.saitama.jp
.

http://www.kenkatsu.or.jp
いきいきボランティア養成講座 団体紹介
介護者サロン「かたらい」 参加者募集！

活動団体協働参加事業 参加団体募集！

介護者サロン「かたらい」
【埼玉県入間市】 代表 森本剛（もりもと つよし）

公益財団法人いきいき埼玉では、活動団体の皆様が、日ごろの活動の成

介護者サロン「かたらい」は、2015 年 1 月に誕生しました。私ごとではあり

果を生かして、講演会やセミナー、イベントなどの事業を企画・運営す

ますが、２０００年頃、父が若年性アルツハイマーによる認知症の症状を発症、

る活動団体共同参加事業を実施します。

それから２０１３年末に他界するまで、母と二人三脚で介護をしてきました。

・募集内容：団体が自主的・主体的に企画・運営する講演会やセミナー

認知症の症状への対応がわからず、混乱、精神的に追い詰められていた時期が

などで、原則として埼玉県県民活動総合センターを会場とする下記の分

あります。本人はもっと辛かったことでしょう。今現在介護している人たちに、

野の事業。

そういう思いはしてほしくない。介護家族の精神的負担が軽くなれば、その分

（A）NPO 活動（B）ボランティア活動（C）高齢者活動

だけ良い介護ができます。その手助けとして、家族会活動があります。入間市内

（D）生涯学習 （E）社会福祉活動 （F）社会教育活動

で同じように、介護者をサポートする場が必要だと感じている方々が集って、

（G）青少年活動 （H）男女共同参画活動

この会ができました。毎月１回、介護者同士が集まって、介護の悩みを話しあっ

（I）その他上記に準じる活動

たり、ときには愚痴を漏らしたりして、情報交換することで、介護ストレスを上

・対象団体：県内の団体を対象とします。
（法人格の有無は問いません）

手に発散できる場となっています。参加費１００円を頂きますが、飲み物とち

※団体には一定の要件がございます。所定の申込書でご確認ください。

ょっとしたおやつを出して、リラックスできるよう心がけています。

・支援内容：外部講師の謝金助成（2/3 の範囲内で 30,000 円を上限

現在ボランティアスタッフは５〜６名です。メンバーには行政書士もおり、法

とする）、会場の無償提供等

的な面をアドバイスもすることができます。また、地域包括支援センターの職

・申込締切：平成 29 年 3 月 10 日（金）必着

員も定期的に参加していただいていますので、介護サービス等のご相談も受け

・申し込み、問い合わせ：公益財団法人いきいき埼玉 活動支援担当

ることができます。

TEL:０４８－７２８－７１１６ HP：http://www.kenkatsu.or.jp

活動に関心のある方、一緒にサポートしてくださる方、はぜひともお声を掛け

平成 29 年度 いきいきボランティア
養成講座のご案内

ください。

地域の様々な活動の担い手となる、ボランティアが求められていま

活動場所：入間市市民活動センター 奇数月第３木曜 偶数月第３水曜

す｡でも、どんなボランティアがあるのかわからない。初めの一歩が踏

問合せ先：代表

み出せない…

森本：04-2932-1354

事務局 鈴木：04-2963-5054

そんな方を対象に、ボランティアについて基礎知識を学び、団体の紹
介や情報交換を行ういきいきボランティア養成講座を平成 29 年度も
県内各地で開講します。

★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：1５００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録音資料(DAISY)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 てとてとて

分野を固定しないで、自分にあったボランティア、緑のサポーター、
スポーツなど､特定分野のボランティア等の講座企画しています｡
開催地域や詳細は決定次第ご案内しますので下記問合せ先までお願
いします｡
・お問合せ：公益財団法人いきいき埼玉 活動支援担当
TEL：０４８－７２８－７１１６
※詳しくは決定次第下記ホームページなどでご案内します
HP：www.kenkatsu.or.jp

●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。
「埼
ニューシャトルに乗換内宿駅まで１駅。（約３分）。
さ玉
い県
※有料駐車場あり。１時間まで無料、１日上限４００円。
たマ
まス
●ご案内
っコ
ちッ
◆県民活動総合センターには研修施設にレストランや宿泊施設等もございます
」ト
のでご利用ください。

「埼
さ玉
い県
たマ
まス
っコ
ちッ
」ト

〒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：０４８－７２８－7146（10:00～16:00、月曜休み） FAX：０４８－７２９－５０９１
E-mail：info@sai-saposen.on.arena.ne.jp ＨＰ http://www.sai-sapo.jp/

至大宮

