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税務・会計相談会

1 月号

～ＮＰＯ法人の会計担当の皆様～

日頃の会計や税の処理について
お悩みはありませんか？

いきいき埼玉では、ＮＰＯ法人の皆様向けに、税理士による無料の相談会を年１０回開催してい
ます。平成３１年２月及び３月の開催は次のとおりです。
決算期の前に、会計の疑問をしっかりと解決しましょう！







日時・場所：▽ ２月 ７日（木）埼玉県川口地方庁舎 （川口市西青木２－１３－１）
▽ ３月 ６日（水）ウェスタ川越 （川越市新宿町１－１７－１７）
▽ ３月２６日（火）埼玉県春日部地方庁舎 （春日部市大沼１－７６）
▽ ３月２８日（木）県民活動総合センター （伊奈町内宿台６－２６）
※各会場とも 10：00～16：00
定
員：１団体 30 分×７団体（要事前予約、先着順）予約受付中
費
用：無 料
※所定の申込書に必要事項をご記入の上、来館・電話・
ＦＡＸ・E-mail でお申し込みください
※ 申込書はホームページからもダウンロードできます
申込・問合せ：彩の国市民活動サポートセンター
TEL：048-728-7146
FAX：048-729-5091
E-mail info@sai-saposen.on.arena.ne.jp

助 成 金 情 報

公益財団法人サイサン環境保全基金
締切日

201９年 2 月 1５日（金）

埼玉県における環境保全に関する、自主的な、非営利・民間の活動、及び学術的調査研究に
対する助成を行います。
対 象 者：個人…私的な活動ではなく、地域、社会、人々に働きかけ、又は影響を与えるものであること
団体…法人は問いませんが、代表者、所在地、及び会計内容（記帳、出納）が明確であること
事業期間：単年度（4 月から翌年 3 月まで）を原則とし、当該年度内に実施した事業費に対する助成とします
助 成 額：１、個人及び自己資金 20 万円未満の団体 助成金限度額…50 万円
２、自己資金 20 万円以上の団体
・活動計画・収支予算をもって活動をしている団体…100 万円
・事業計画・収支予算をもって事業を行っている団体…150 万円
・年間の事業計画・収支予算及び、事業報告・収支決算が、2 年以上適切に行われていると認めら
れる団体：250 万円
応募締切：201９年２月１５日（金）
（原則として郵送、当日消印有効）
助成対象期間：201９年 4 月１日（月）～20２０年３月３１日（火）
問 合 せ：公益財団法人 サイサン環境保全基金 TEL 048-643-1192 FAX 048-643-1284
U R L：http://saisanec.org/

NPO 法人空き家対策協会

NPO 法 人 紹 介

（さいたま市大宮区）

空き家問題は地域社会にとって深刻になりつつあります。同会は空き家対策に専門的に関わっている会員
により個別相談会やセミナーを開催し、空き家に関する悩みや疑問の解決に尽力しています。
「空き家を所有しているがどうしたらよいか？」
「空き家を活用したいがデメリットは？」
「親が施設に入
所、実家をどうしよう」、「相続などで権利関係が複雑になっ
てしまった」など相談は多岐にわたっています。
１１月３日には、同会が主催し、介護・福祉の分野の団体
及び建築・リフォーム業の団体との合同シンポジウム「空き
家を活用した住宅確保要配慮者の為にできること」を埼玉会
館で開催しました。これからのセミナー、相談会の予定は同
会にお問い合わせください。なお、同会は平成 30 年度埼玉
県ＮＰＯ基金助成事業（一般財団法人さいたま住宅検査セン
ター住まいる(スマイル)まちづくり支援事業）に採択されて
います。 ≪ホームページ http://www.npoakiya.jp/≫

～趣味やスキルを生かして社会貢献！～

専門家ボランティアに登録しませんか？
埼玉県では、趣味や仕事で培ったスキルを生かして、ＮＰＯなどの支援でご活躍いただく「専門家
ボランティア」の登録制度を設け、活動に悩みを抱える NPO や市民活動団体等に紹介しています。
あなたの持つ「力」を生かして、ちょっとお手伝い感覚で地域貢献・社会貢献してみませんか？

活躍事例

・経理や法律の知識を活用して、ＮＰＯにアドバイス！
・デザイナーの経験を生かして、イベントのチラシ作成をお手伝い！
・趣味の楽器演奏で地域のイベントに出演！

・免許や資格を持っている（教員、保育士など...）
たとえば
こんな方を募集！ ・ＰＣを使っての資料やＨＰの作成が得意！
・特技を生かして人の役に立ちたい！

―――専門家ボランティアへの支援依頼も随時受け付けています―――
登録制度の詳細や登録者リストはＨＰにて公開中
[登録申し込み・お問合せ]

専門家ボランティア

埼玉県共助社会づくり課
TEL: 048(830)2828

さいたま市
No．

No．120

上尾市

担い手支援担当

MAIL: a2835-07@pref.saitama.lg.jp

No．121

ドナルド・マクドナルド・ハウス
ボランティア募集

音楽療法アシスタント
ボランティア募集

ドナルド・マクドナルド・ハウスは病気の子どもとそ
の家族のための滞在施設で、温かい「第二のわが家」
がコンセプトです。
●内容：ベッドメイキング、館内の掃除、事務作業、
夜間の見回り、イベントのサポートなど
●日時：2 週間に 1 度、3 時間の活動
●資格：高校生以上ならどなたでも活動いただけます
●場所：ドナルド・マクドナルド・ハウス さいたま
（さいたま市中央区新都心 1 番地２）
埼玉県立小児医療センター6 階
●問合せ：ドナルド・マクドナルド・ハウス さいたま
TEL : 048-601-0123

●内容：音楽療法アシスタントとして、伴奏ピアニス
ト、お客様と一緒に歌を歌う、楽器活動の補
助を行う
●日時：月～金曜 各月 1 回
14 時～15 時 30 分（午前の場合あり）
※他にも熊谷市平戸、ふじみ野市鶴ヶ岡、越谷市袋
山、春日部市金崎でも募集しています。お気軽にお問
い合わせください！
●問合せ：デイサービスふくしのまち上尾
（上尾市日の出 3-9-1）
TEL: 048-778-5551（担当：工藤）

上里町

No．122

所沢市

No．123
No．

けん む

や

と

第 28 回上里町乾武マラソン大会
ボランティア募集

トトロの森「北野の谷戸の芽会」
ボランティア募集

●内容：会場整理・誘導、交通整理、ゴール補助など
●日時：３月 24 日（日）6 時 45 分～12 時(予定)
※担当係によって変動あり
●場所：上里町立神保原小学校（スタート・フィニッ
シュ）
●対象：高校生以上の方で下記の実行委員会議に参加
できる方
●実行委員会議：3 月 12 日（火）
19 時 30 分（予定）
●締切：２月 1 日（金）
●問合せ：上里町乾武マラソン大会実行委員会事務局
（上里町教育委員会生涯学習課内）
TEL : 0495-35-1245

昔ながらの谷戸田の再生、生きもの豊かな里山景観づ
くりにとりくんでいる「北野の谷戸の芽会」のボラン
ティアです。
●内容：トトロの森の雑木林の下草刈りや間伐、落ち
葉掃きや堆肥づくり、畑作業、田植えなど
●日時：月 1 回 通常は日曜日(週はその月により不
定) 具体的な日時はお問合せください
9 時 30 分～正午ごろ
軽食が付く場合がございます
●場所：狭山丘陵の一角、所沢市北野にある谷戸内
●問合せ：トトロのふるさと基金事務局（北野の谷戸の
芽会担当）
Mail： office@totoro.or.jp
※参加ご希望の方はメールでお申込みください！

伊奈町

No．124

毛呂山町

こども☆夢☆未来フェスティバル 2019
大人ボランティア募集
●内容：①子どもスタッフ（小学生）が企画する

「子どものまち」で子どもたちと、遊びや
お店などを一緒に作るボランティア（事前
の企画会議あり）②保育ボランティア、
③イベントへの出展、④イベント全体のお
手伝い
●日時：3 月 16 日（土）前日準備
３月 17 日（日）当日運営
※詳細はお問い合わせください
●場所：埼玉県県民活動総合センター
●問合せ：NPO 法人彩の子ネットワーク
TEL : 048-770-5272 FAX：048-770-5270
Mail： office@sainoko.net

三郷市
No．

No．126

「ボランティア活動はじめの一歩」
説明会参加者募集
●内容：ボランティア活動するうえで押さえておくべ
きポイントや、市内のボランティア活動先を
紹介する説明会です。ボランティア活動に興
味のあるかた、市内のボランティア活動先、
団体情報を知りたいかたの参加をお待ちして
います！
●日時：1 月 22 日（火）14 時～15 時 30 分
●場所：三郷市健康福祉会館 5 階会議室
（三郷市花和田 638-1）
●問合せ：三郷市社会福祉協議会地域福祉課福祉推進係
TEL : 048-953-4191

No．125

「ふれあい中央公民館」
ボランティア募集
地域の大人と子どもたちが昔の遊びを通じて交流する
「ふれあい中央公民館」のボランティアです。
●内容：子どもたちにコマ回しやお手玉、竹とんぼ、
竹馬などの昔の遊びを教える
※年齢などは不問
●日時：３月２日（土）13 時 30 分～15 時 30 分
●締切：1 月 31 日（木）
●場所：毛呂山町中央公民館
●問合せ：毛呂山町中央公民館
TEL : 049-294-1250
※窓口また電話にてお申込みください

伊奈町

けんかつ鉄道フェア 2019
ボランティアスタッフ募集
●内容：会場案内・リーフレット配布、スタンプラリー
の受付、ミニ機関車の乗客の整理・誘導、駐輪
場整理、設営の準備・後片付け等
●日時：前日準備…２月１５日（金）１３時～１７時
当日運営…2 月 16 日（土）9 時～16 時
※1 日だけの参加でも可、雨天決行
●場所：埼玉県県民活動総合センター
●締切：1 月１8 日（金）
●問合せ：公益財団法人いきいき埼玉 経営企画担当
TEL 048-728-7117（９時～１７時１５分)
FAX 048-728-7130
Mail： i-saitama@kenkatsu.or.jp

本庄市

No．127

第 23 回本庄早稲田の杜クロスカントリー＆
ハーフマラソンボランティア
●内容：・コース設営、誘導(走路係)
・ゴールしたランナーへのドリンク配布
・完走証発行など
●日時：4 月 14 日（日）7 時～14 時（予定）雨天決行
●場所：本庄総合公園
●資格：・3 月下旬に開催予定の説明会に参加できる方
・活動日に指定の場所、時間で活動が可能であ
ること、早退・途中参加はできません
・指定日にスタッフウェアの受け取り可能な方
・日本語の日常会話と読み書きが可能な方
●締切：２月３日（日）
●問合せ：本庄早稲田の杜クロスカントリー＆ハーフマラ
ソン大会事務局(本庄市教育委員会体育課内)
TEL : 0495-25-1152
（平日 8 時 30 分～17 時）
Mail：taiiku@city.honjo.lg.jp
●大会ＨＰ：https://www.web-marathon.net/
honjomarathon/

さいたま市
No．

No．128

学習支援ボランティア募集
●内容：①学習支援ボランティア…経済的に塾に通う
ことが難しい中学生、高校生の学習支援と
相談活動
②たまり場ボランティア…家庭、学校、地域
に居場所がない子どもや若者が自由に安
心・安全に過ごせる場づくり
③子ども・若者向け学習ボランティア…高校
を中途退学した若者にマンツーマンで学習
支援や進路相談を行う
●場所：①さいたま市内 11 ヶ所の施設
②彩の国すこやかプラザ会議室
③コーププラザ浦和
●日時：①１８時～２０時
②毎週土曜 13 時 30 分～16 時 30 分
③毎週土曜 17 時～21 時
●資格：①大学生、大学院生、社会人の方（登録制）
②、③支援活動に興味のある方ならどなたで
も大歓迎です
●問合せ：さいたまユースサポートネット事務所
TEL：048-829-7561/7562
HP：https://saitamayouthnet.org/

■ボランティア実践団体のご紹介■
――東岩槻こども食堂（さいたま市岩槻区）――

―――――――――――――――――――――
「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
―――――――――――――――――――――

現在の地域の子どもたちをとりまく環境の厳しさを考え、特に食に関する現実（孤食、コンビニ食、
兄弟のみでの食事をとらざるを得ないなど）を知り、少しでもそんな子どもたちの力になりたいと、
２０１６年８月に生活クラブ生協岩槻支部組合員有志にて、東岩槻こども食堂を立ち上げました。
毎月２回第１、３木曜日に開催し、今では地域の独居等の高齢者
も含めて 50 名近くの人たちが利用しています。
「一緒に食べる楽しさ、季節ごとの献立、栄養バランスのとれた
食事」などを通して生きるための食事だけでなく、
「食の大切さ」を
子どもたちに伝えていきたいと考えています。この体験が将来成長
して子どもたちが自分の身体を大切にし、また他人にも思いやりに
満ちた人になりうることを望んでいます。きっと何らかの形でその
力は地域に戻ることを信じています。まだまだ本当に必要な子たち
に届いてないとは思いますが、様々な手段で働きかけをしていきま
す。
現在、たくさんのボランティアさんに支えられていますが、まだ
まだ人手不足で一緒に活動してくださる方がいれば大歓迎です。子
どもたちの話し相手や配膳、給仕、片付け等みんなで楽しみながら、ご都合の良い時間で活動いただけ
ますのでお問い合わせください。
【活動場所】生活クラブ生協岩槻支部くらぶルームリアン
さいたま市岩槻区東岩槻２－５－２６（アライビル１階）

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
TEL：０４８－７２８－７１４６ (10:00～16:00､月曜休み)
F A X：０４８－７２９－５０９１

E-mail : info@sai-saposen.on.arena.ne.jp
ＨＰ http://www.sai-sapo.jp/

問合せ先

代表

後藤成美

TEL：090-8342-3709

■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

