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上尾市
さいたま子ども食堂 ボランティア募集 ～人と動物が幸せに暮らせる社会へ～
「飼い主のいない猫を考える」
●活動内容：①調理・配膳・片付け
写真パネル展を開催します
②学習（子どもたちの宿題）サポート
No.38

さいたま市緑区

No.39

③職業紹介スタッフ（自身の仕事につ
いて 3 分間話していただきます）
●活動日時：毎週土曜日 17 時～19 時の間
（①は 15 時～途中参加・離脱 OK）
●活動場所：古民家カフェ藍
（さいたま市緑区原山 3-20-10）
●そ の 他：①②はスタッフ登録後、都合のよい日
に参加していただきます
●申込/問合せ：さいたま子ども食堂事務局
TEL：0120-789-720
Email：saitamakodomoshokudo
@ai-kenchikukoubou.jp
※お電話での問合せは 14 時以降にお願いします

No.40

鴻巣市
’１７彩の国実業団駅伝

第 58 回東日本実業団対抗駅伝競走大会
ボランティアスタッフ募集

野良猫をかわいそうと思う人も、野良猫に迷惑し
トップランナーがさいたま市から深谷市まで埼
ている人も、野良猫を減らしたいと望んでいること
玉県を縦断するコースで競う「彩の国実業団駅伝
は同じです。どうすれば減らせるのか「環境問題」
（東日本実業団駅伝）」の運営をお手伝いただく ボ
と「共生」をキーワードに考えてみませんか？
ランティアを募集しています。
●日 時：７月２８日（金）～３１日（月）
１０時～１７時
※ちょこっと交流会…29 日（土）
、30
日（日）の 14 時頃予定
●会 場：上尾市役所ギャラリー（上尾市役所東棟１F）
（上尾市本町 3-1-1）
●入場料：無料
●問合せ：チーム上尾「まち猫と環境を考える会」
Email：teama_dogcat@yahoo.co.jp

●大 会 名 ：’17 彩の国実業団駅伝
第 58 回東日本実業団対抗駅伝競走大会
●活動内容：コース沿道の人員整理・交通誘導等
100 名
●活動日時：11 月 3 日（金・祝）
7 時 30 分～11 時
（場所によって異なります）
●活動場所：鴻巣市内（一部さいたま市内）のコー
ス沿道
●申込条件：15 歳以上の方（中学生は不可）
No.41 行田市
No.42 東松山市
事前説明会に参加できること
●募集期限：8
月 14 日（月）
絵本の読み聞かせ「つくしんぼの会」
ひきこもり者の社会参加支援
＊応募多数の場合は期限前に締め切
ボランティア募集
ボランティア募集
ることがあります
●説 明 会：10 月 15 日（日）15 時～
●活動内容：ひきこもり当事者の話し相手やスポー ●活動内容：東松山市内図書館などでの絵本の読み
（鴻巣市立総合体育館会議室）
聞かせ
ツ・調理などの活動サポート、定期的
●申込方法：所定の申込書に記入し、下記 FAX 番
●活動日時
●活動場所
に実施するイベントの企画や当日の
号まで送信してください
毎週土曜日
活動サポート、ひきこもりや対人支援
※申込書は「埼玉県スポーツボランテ
14 時～15 時
ィア」のホームページからダウンロー
に関する勉強会（興味のある方のみ）
第 1、3 水曜日
東松山市立図書館
ドできます
11
時～11
時
30
分
（東松山市本町 2-11-20）
●参加条件：年齢 20 代～40 代の男女
●支給物品：スタッフジャンパー
毎月第 1 土曜日
●活動日時：平日週２回程度 1８時～21 時
交通費（一律 1,000 円）
10 時～12 時（定例会）
●活動場所：行田市コミュニティセンターみずしろ
●申込/問合せ：埼玉県県民生活部スポーツ振興課
第 3 金曜日
東松山市立高坂図書館
（行田市本丸 5-10）
11 時～11 時 30 分
（東松山市元宿２－６－１）
TEL：048-830-6953（市川）
●申込/問合せ：社会参加サポートネットブランチ
FAX：048-830-4967
※その他の活動、市内保育園（園の予定に合わせて）
TEL：080-6570-1734（田口） ●申込/問合せ：東松山市立図書館
＊ボランティア協力者決定後、8 月 25 日（金）ま
Email：branch-ssn@outlook.com
TEL：0493-22-0324
でに県スポーツ振興課から連絡します

春日部市
アクティブシニアのための
①ワンデーテーマパーク
②地域デビューセミナー
～～イベント参加者募集中！～～

No.43

No.44

伊奈町

彩の国ボランティア体験プログラム

けんかつ夏祭り ボランティア募集

参加者募集中！

今年もご家族連れで楽しめる「けんかつ夏まつ

彩の国ボランティア体験プログラムの参加者募

●内 容：①ｱｸﾃｨﾌﾞｼﾆｱのためのﾜﾝﾃﾞｰﾃｰﾏﾊﾟｰｸ
「暮らしと健康」にまつわる 4 講座を体験
②地域ﾃﾞﾋﾞｭｰｾﾐﾅｰ～私たちの取組紹介～
「子育て支援・食育・地域の魅力発信・
地域支えあい」の 4 ﾃｰﾏを実践している
各団体の事例発表・ﾄｰｸｾｯｼｮﾝ・交流会
●日 時：7 月 17 日（月・祝）15 時～17 時
①を１F②を６F にて同時開催します
●会 場：春日部ふれあいｷｭｰﾌﾞ（春日部市南 1-1-7）
①１F 多目的ホール C②６F 会議室５・６
●参加費：①②とも無料
●申込締切：7 月 7 日（金）先着順①120 名②50 名
●申込方法：指定の申込書または埼玉新聞ＨＰ申込ﾌｫｰﾑより
●主 催：埼玉県
●問合せ：埼玉新聞社 TEL：048-795-9932

【当けいじばんに関する問合せ】

埼玉県全域

り」を実施します。このイベントのスタッフとして

集が、今年も始まっています！県内各市町村の社会 お手伝いいただけるボランティアを募集します。
福祉協議会にて内容を確認の上、お申し込みくださ
●活動内容：子ども向け体験コーナー・縁日等の運

い。

営補助
●活動日時：8 月 19 日（土）9 時～16 時
●活動場所：埼玉県県民活動総合センター
（伊奈町内宿台 6-26）
●申込方法：電話又は来館で 7 月 31 日（月）まで
お住まいの地域の社会福祉協議会は、埼玉県ボラ
ンティア・市民活動センターのホームページで確認
できます。

に下記までお申し込みください。
●申込/問合せ：公益財団法人いきいき埼玉

●埼玉県ボランティア・市民活動センター
http://www.fukushi-saitama.or.jp/site/volunteer/

公益財団法人いきいき埼玉

活動支援担当

生涯学習・地域連携担当
TEL：048-728-7113

電話０４８－７２８－７１１６

http://www.kenkatsu.or.jp
いきいきボランティア養成講座

～ボランティア実践団体のご紹介～
昨年度から実施している「いきいきボランティア養成講座」で、ボランティ
ア活動の様子を紹介してくださった団体の中から、毎月ピックアップして掲載
しています。

「拡大写本

所沢はなびら」

私たち「拡大写本 所沢はなびら」は、視力の弱い方々や児童に、読書の喜
びを知っていただくために、小さな活字の本や教科書を手書きやパソコンによ
り、字を大きくした拡大写本・拡大教科書を作成しているボランティアグルー
プです。

ハンドセラピーを学ぶ

～手のひらで伝える温もり～

『ボランティアをしてみたい。でも、どんな活動があるのかわからない…。
』
そんな方を対象に、手の温もりだけで、こころもからだもリラックス。ハンド
セラピーの知識や技術を使い、介護施設等でのボランティア活動に参加するき
っかけづくりとなるよう、知識や技術を習得する内容の講義・実技を学習しま
す。また、活動団体との情報交換、イベントでの体験実習も行います。
●日

時：9 月 22 日（金）
・29 日（金）13 時 30 分～16 時
※別途、彩の国いきいきフェスティバル（10 月 22 日(日)）での体験実習を予定
●会
場：埼玉県県民活動総合センター（伊奈町内宿台 6-26）
●講
師：ＮＰＯ法人ハンドセラピー・彩 代表理事 押元 則子
●受 講 料 ：無料（定員 30 人）
●申込/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

いきいきボランティア養成講座を開催します！
『ボランティアをしてみたい。でも、どんな活動があるのかわからない…。
』
そんなあなたを対象に、ボランティアの基礎知識を学び、地域で活動する団体
との情報交換を行います。
講座終了後は、ボランティア登録制度によりボランティアを求めている団体
を紹介し、あなたが最初の一歩を踏み出せるようサポートします。
「拡大＝単に文字を大きくする」だけなら、本のページを拡大コピーすれば

鴻巣会場

文字は大きくなりますが、それでは文字の大きさに比例して紙は大きくなり、
文字は細く見えてしまいます。そして、弱視の方は視力が弱いというだけでな

上尾会場

く、さまざまな視覚障害を併せもっていることが多く、一人一人の見え方は大
きく異なります。
私たちは、原本のイメージを尊重し、どうすれば読み手にとって読みやす
い本ができるかを、日々試行錯誤しながら作っています。

7 月 7 日（金）
13:00～16:00
7 月 22 日（土）
13:00～16:00

鴻巣市市民活動センター
上尾市プラザ 22

●受講料：無料（定員各回 25 人）
●申込/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 FAX：048-729-5091

彩の国いきいきフェスティバル

活動の要旨は、
★誰でも、気軽にできます。
★自宅で行えるボランティアです。
★字の上手・下手は関係ありません。
（パソコンによる拡大も可）
★月２～３回の例会を開き、みんなで協力し合って仕上げます。

出展者・模擬店・ステージ発表団体 募集中！
今年も、埼玉県県民活動総合センターでは「彩の国いきいきフェスティバル」
を開催します。日ごろの地域活動やサークル活動の成果を発表してみません
か？

興味のある方は、下記までお気軽にご連絡ください。
所沢市社会福祉協議会
ボランティアセンター
TEL：04-2925-0041

★ボランティアけいじばんの記事募集！
締め切りは毎月 12 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

●開催日時：10 月 22 日（日）10 時～15 時
●場
所：埼玉県県民活動総合センター（伊奈町内宿台 6-26）
●募集期限：7 月 20 日（木）必着
●申込方法：所定の申込書をご提出ください。（郵送・FAX・来館）
●申込/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
※詳細は募集ちらしをご覧ください。募集ちらし及び申込書は、けんかつホー
ムページ（http://www.kenkatsu.or.jp）よりダウンロードできます。

★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

発行：彩の国市民活動サポートセンター
〒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
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