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No.116

さいたま市大宮区

埼玉県大宮公園
桜守ボランティア募集

●内容：フリースペースにて、小学生中学生の不登
校生のお勉強をみたり一緒に遊ぶ
●日時：月～金（特に火と木）10 時～12 時
※お昼は 12 時～13 時で、一緒に食べられ
るとうれしいです♪
●場所：吉川市きよみ野 2-25-1-2 階
●対象：とっても気持ちの優しい子が通う居場所な
ので、子育て経験者など子どもの心に寄り
添える方。年齢は問いません
●問合せ：NPO 法人フォーユー研究会
TEL：048-983-5125（ツルマキ/ニシナカ）

●内容：ひこばえ取り（サクラの幹の下部から生え
てくる新枝の除去）、土壌改良、コスカシ
バフェロモン剤の設置（害虫の繁殖妨害）、
清掃などのサクラの手入れ
●日時：おおむね月１回 9 時半～11 時半
●場所：さいたま市大宮区高鼻町４丁目
●対象：サクラと大宮公園が好きで、サクラの維持
管理や活性化対策等にご協力いただける
方
●問合せ：大宮公園事務所
TEL：048-641-6391

越谷市

No.119

県民健康福祉村
園芸ボランティア 会員募集

三郷市

ふれあい電話ボランティア募集

●内容：希望するひとり暮らし高齢者へ電話し、安
否確認と交流を行う
●内容：自由広場の花壇とハーブ園の除草、散水。
●日時：１～２ヶ月に１回
火曜日 午前中
春秋の２回、花の植え替え作業を行います
●場所：三郷市健康福祉会館５階ボランティアルーム
●日時：主に、第２・第４火曜日 13 時半～
（三郷市花和田 638-1）
●場所：越谷市北後谷 82
●問合せ：三郷市社会福祉協議会
地域福祉課 福祉推進課
●問合せ：県民健康福祉村 管理事務所
TEL：048-953-4191
TEL：048-963-7111
No.121

草加市

No.122

第７回草加松原太鼓橋ロードレース大会
●内容：会場案内、会場整理、給水、コースの安全管理等
●日時：平成 30 年 3 月 11 日（日）8 時～13 時
●場所：草加小学校（草加市住吉 1-11-64）をスタ
ート・ゴールとする市内特設コース
●締切：平成 30 年 1 月 19 日（金）
●備考：報償費・交通費なし。保険は主催者負担で加入
●問合せ：草加市自治文化部スポーツ振興課
TEL：048-922-2861
Email：sports-shinko@city.soka.saitama.jp
No.124

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
E-mail:info@sai-saposen.on.arena.ne.jp

http://www.sai-sapo.jp/

ＮＰＯ法人フォーユー研究会
不登校生支援ボランティア

No.118

発 行

新座市

入間市

No.117
日時

介護老人福祉施設ウエルハイム・ヨコゼ
ボランティア募集

●内容：レクリエーション・洗濯・清掃・クラブ活
動のお手伝い、お話し相手など
●日時：応相談
●場所：横瀬町大字横瀬 5806-1
●問合せ：介護老人福祉施設ウエルハイム・ヨコゼ
TEL：0494-25-0120

所沢市

所沢航空記念公園
花壇管理ボランティア募集（はなぞの会）

●内容：利用者さんの話し相手、ゲーム・制作のお ●内容：園内の沈床茶園にある花壇の植替え、草取
手伝い、お茶出しのお手伝いなど
り、水遣りなど
●日時：月～金 13 時半～16 時
●日時：毎月第４土曜日 14 時～15 時半
（短時間でも可能です）
（夏季は 16 時～17 時）
●場所：入間市扇町屋 1-4-8
●場所：所沢市並木 1-13
●問合せ：デイサービスセンターサンタの森
●問合せ：所沢航空記念公園 管理事務所
ふくしま
さ く ま
TEL：04-2901-7500（福島/佐久間）
TEL：04-2998-4388
No.125

伊奈町

No.126
か う り

ミニぼら講座
傾聴ボランティア入門講座 受講生募集

11 月 25 日（土）上里学園
12 月 1 日（金）
児童養護施設
12ボランティア募集
月 2 日（土）
12 月 8 日（金）

各日 10 時～16 時 各日 10 時～16 時
●内容：①学習ボランティア…主に小学生から中学
会場
熊谷文化創造館
ウェスタ川越
生までの児童を対象に専属ボランティ
さくらめいと
内容
・ボランティアについて
アとなり学習の補助を行う
・やさしい日本語講座
②専門ボランティア…ピアノやリズム遊
・埼玉県の魅力再発見
びなど、ボランティアをする方の知識や
・応急手当実践
技術を児童に提供していただく
・実践に役立つ英語、中国語
●日時：応相談
定員
100 人 183
200 人
●場所：上里町三町
締切
10 月 23 日（月） 10 月 30 日（月）
●問合せ：児童養護施設 上里学園
17 時まで
17 時まで
TEL：0495-33-0506
(10:00～16:00､月曜休み)
No.120ＦＡＸ：０４８－７２９－５０９１
横瀬町
E-mail:info@sai-saposen.on.arena.ne.jp

No.123

デイサービスセンターサンタの森
ボランティア募集

上里町

障害福祉サービス事業所Kauri
不要な本・ＣＤ等を集めています

東松山市

ひがしまつやま寿苑
お話し相手ボランティア募集

●内容：傾聴ボランティアって何？現役ボランティ ●内容：不要になった本・雑誌・CD・DVD・Blue-ray・ ●内容：手芸をしたり折り紙をしながら、入居され
アさんから教えてもらおう！
ゲームソフト・洋服・段ボール・新聞紙を
ている方のお話相手をお願いします
●日時：12 月 18 日（月）13 時半～15 時半
ご提供ください。障がい者の社会参加のた ●日時：ご希望にあわせて調整します
●場所：新座市野火止 1-9-63（新座市役所第三庁舎）
めに利用させていただきます
●場所：東松山市柏崎 628-1
●場所：伊奈町小室 1404-12
●対象：新座市在住の方
●問合せ：ひがしまつやま寿苑（特別養護老人ホー
か う り
●問合せ：新座市社会福祉協議会
ム・グループホーム・デイサービス）
●問合せ：障害福祉サービス事業所kauri
TEL：048-480-5705
TEL：0493-26-1515
TEL：048-674-1117
No.127

和光市

No.128

上尾市

No.129

鴻巣市
こすもす

埼玉県立和光南特別支援学校
ボランティア募集

上尾市つどいの広場「あそぼうよ」
保育ボランティア募集

介護老人保健施設 秋桜
ボランティア募集

●内容：知的障害のある児童生徒の授業の支援
●日時：ご相談に応じます
●場所：和光市広沢 4-5
●対象：教育や福祉の仕事に興味のある方、本校の
児童生徒と活動してみたい方
●問合せ：埼玉県立和光南特別支援学校
よこもり
TEL：048-465-9780（横森）

●内容：赤ちゃんや子どもの保育、親子が集う中で
の遊びや見守り
●日時：月～土（第１火曜日・祝日を除く）
奇数月の第１日曜日・偶数月の第３日曜日
10 時～15 時の間でご都合のつく日時
●場所：上尾市二ツ宮 1156-3 他
●問合せ：上尾市つどいの広場「あそぼうよ」
TEL：048-778-5102

●内容：利用者さんの日常生活・レクリエーション
等のお手伝い、お話し相手など。趣味・特
技などを活かして披露してくださる方も
募集しています
●日時：ご希望にあわせて調整します
●場所：鴻巣市前砂 980-1
こすもす
●問合せ：介護老人保健施設 秋桜
TEL：048-547-2370

【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

活動支援担当

電話０４８－７２８－７１１６

(公財)いきいき埼玉からのお知らせ
http://www.kenkatsu.or.jp
(公財)いきいき埼玉からのお知らせ
h t t p :～ボランティア実践団体のご紹介～
//www.kenkatsu.or.jp
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。

～大切な人を介護する「あなた」も大切な人です～「介護者支援の会あげお」
突然に始まる介護生活。何もかもわからないことばかり。そんな混乱の中、自由な時間は奪われ、経済的
負担と疲労とやり場のない思いが日々蓄積されていく。そんな時、ほっと一息ついたり、不安を吐き出せた
り、同じ思いを共有出来たり、情報交換が出来たり、そんな場所があれば…。
「介護支援者の会あげお」は、実際に介護に関わった人たちが「介護する人たちのつながりの場」の必要
性を強く感じ、結成しました。同じ悩みなどを、話したり聞いたりすることにより、肩の力が抜け、また一
歩前に進めるかもしれません。そんなひとやすみできるような場として、
「介護者サロンひとやすみ」を開催
しています。興味のある方は、お気軽にお越しください。
●主な活動日：毎月第３金曜日

●場所：上尾市市民活動支援センター

●時間：13:30～15:30

●問合せ：的場（代表） TEL 048-775-8495

ま とば

「街の緑サポーター 養成研修（初級）」

「いきいきボランティア養成講座」（行田会場）

園芸ボランティアに興味のある方、また園芸ボランティア活動中の方を対 「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…。」
象に、スキルアップのための園芸の基礎的知識の習得と、ボランティア活動の そのような方を対象に、ボランティアの基礎知識を学び、地域で活動する団体
ための心構えについて学習します。
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
●日 時：12 月 6 日、13 日、20 日、
ートします。
平成 30 年 1 月 17 日、24 日
（全水曜 5 日間）13:15～15:45
●日 時：平成 30 年 1 月 18 日（木）13:30～16:00
※別途、埼玉県県民活動総合センターでボランティア体験を予定
●会 場：コミュニティセンターみずしろ（行田市本丸 5-10）
●会 場：埼玉県花と緑の振興センター大会議室
●対 象：一般（高校生以上）
（川口市安行 1015）
●受講料：無料（定員 25 人）
●受講料：無料（定員 60 人）
●申込/問合せ：活動支援担当
●申込/問合せ：活動支援担当
TEL：048-728-7116
TEL：048-728-7116
● ● ● ● ● ● ●

学んで得する NPO 経営強化講座

頑張りすぎない
「子育て・孫育て」 受講者募集

地域課題解決の活動にも継続性、経済的自立が求められています。その一つ
の手法として期待されているコミュニティビジネスについて、立ち上げや運営
「祖父母に子どもの面倒をお願いしたいと思っているのだけど…。
」
「仕事で
方法、成功のポイントなど、事例を交えながら、具体的かつ実践的なノウハウ 忙しい子どもの手助けで孫を預かることになったけど…。」
をお伝えします。
いざ直面すると今と昔の子育て事情に悩むことはありませんか？ホンネト
ークで家族のコミュニケーションのコツをお伝えします！
●日 時：12 月 6 日（水）13:30～16:30
●会 場：埼玉県県民活動総合センター
●日 時：平成 30 年 2 月 10 日（土）10:30～12:00
（伊奈町内宿台 6-26）
●場 所：埼玉県県民活動総合センター
●対 象：コミュニティビジネスを検討している方、NPO の安定的な運営、事
（伊奈町内宿台 6-26）
業の採算性や継続性を高めたいと考えている方
●対 象：現在「育児」中の方、「孫育て」中の方、これから「孫育て」を始
●受講料：無料（定員 20 人）
める方、その他地域の子育てに興味のある方
●問合せ：活動支援担当
●受講料：無料
TEL：048-728-7116
●問合せ：活動支援担当 TEL:048-728-7116

★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

★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

★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
★ボランティアけいじばんの録音資料(DAISY)の
配布先：埼玉県社会福祉協議会、県内公立図書館、
発行：彩の国市民活動サポートセンター
貸し出しを行っています。
県内市民活動サポートセンター等
〒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
(協力)朗読ボランティアグループ てとてとて
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/

発行：彩の国市民活動サポートセンター

