２月
201９年
№３４６
春日部市

ボ ラ ン テ ィ ア
け い じ ば ん
No.134

彫刻清掃市民ボランティア募集
市と市民の共有財産として、市内の彫刻を管理するボラ
ンティア。
●内容：市内に設置されている彫刻の水洗い、ワックス
がけ（どなたにもできる簡単な作業です）
●日時：３月 16 日（土）9 時 30 分～12 時（雨天中
止）
●場所：教育センターに集合後、市内彫刻設置箇所へ移
動
●資格：満 15 歳以上の市内在住・在勤・在学者（中学
生は除く、18 歳未満は保護者の承諾が必要）
●締切：2 月 28 日（木）※応募用紙を下記まで提出
●問合せ：春日部市教育委員会社会教育課社会教育担当
TEL : 048-736-1111（内線 4815）
FAX : 048-763-2218

川口市

No.137

川口市立戸塚児童センター あすぱる
ボランティア募集
●内容：「子ども囲碁広場」で小学生と囲碁の対戦や指
導をするボランティア
●日時：毎月第３土曜日 10 時 30 分～12 時
●場所：川口市立戸塚児童センターあすぱる（川口市戸
塚南 4-10-2）
●対象：子どもに楽しく囲碁を教えてくださる方
●問合せ：川口市立戸塚児童センター
TEL : 048-294-7550

日高市

No.140

市民カメラマン募集
●内容：デジタルカメラを使用して、市内イベントや風
景を撮影する市民カメラマン
●任期：4 月 1 日（月）～2020 年 3 月 31 日（火）
●対象：・20 歳以上の市民または連携協定を締結して
いる大学（埼玉女子短期大学・城西大学・駿河
台大学・埼玉医科大学）の学生
・写真撮影に必要な機材などを用意できる人
・主に土・日曜日及び祝日に無償ボランティア
で活動できる人
●申込：応募用紙に自分で撮影した写真を添付し
2 月 28 日（木）までに直接下記へ
●問合せ：日高市市政情報課
TEL: 042-989-2111（代表）

川島町

No.143

加須市

No.135

子育て支援センター「愛の泉ふれあいホーム」
ボランティア募集
親子で一緒に遊べる空間の提供、母親同士の出会い
の場づくりなど子育てをトータルにサポートしてい
る子育て支援施設内でのボランティアです。
●内容：①支援ボランティア（講座開催時の託児）
②「どんぐりころころ」（おはなし・人形
劇のボランティア）
③「コール”WA”」（コーラスのボラン
ティア）
●日時：①随時 ②毎週月曜日 ③毎週火曜日
●場所：愛の泉ふれあいホーム（加須市土手 2-1557）
●問合せ：子育て支援センター愛の泉ふれあいホーム
TEL：0480-62-2990

行田市

No.138

陸王杯第 3５回行田市鉄剣マラソン大会
ボランティア募集
●内容：飲み物の配布や選手誘導など
●日時：4 月２8 日（日）6 時 30 分～正午
●場所：行田市古代蓮の里
●対象：15 歳以上の方
●締切：２月 20 日（水）まで
※4 月中旬に事前説明会を実施
●問合せ：鉄剣マラソン実行委員会事務局（行田市ス
ポーツ振興課内）
TEL : 048-556-8336

川越市

No.141

日本語指導ボランティア募集
●内容：外国籍の子どもたちに日本語で学習支援
や、学校生活適応への支援を行う
需要の多い言語（中国語、タガログ語、ス
ペイン語など）
●日時：1 日 3 時間程度（※ご都合のよい曜日・時
間帯をご登録いただき活動）
●その他：１回 3,000 円（交通費込）
●場所：川越市立小・中学校
●問合せ：川越市教育委員会学校管理課
TEL : 049-224-6109（直通）

伊奈町

No.144

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)
■FAX：０４８－７２９－５０９１
■E-mail : info@sai-saposen.on.arena.ne.jp

寄居町

No.136

ブータンサポーター募集
「寄居町×ブータン王国」交流事業のサポーターに
なってオリンピックを盛り上げよう！
●内容：交流イベントの補助（参加者の誘導や
案内)
交流イベント等での英語通訳
ホストファミリー（ブータン陸上選手等の
ホームステイ受け入れ）
●資格：満 18 歳以上（高校生は保護者の同意が
必要）
ブータン王国との交流に関心があり積極
的に活動に参加できる方、政治・宗教ま
たは営利活動として利用しない方
※登録申込書を下記に提出
●問合せ：寄居町役場総合政策課
TEL : 048-581-2121（内線 461）

東松山市

No.139

「フラワーサポーター」募集
花の好きな方、花に興味のある方が集まり、公共花
壇等の花をアレンジメントしたり、花に関わるイベ
ント等に参加するボランティアです。
●内容：公共花壇の植栽や雑草除去、花がら
つみ等
●場所：市内公共花壇
●日時：不定期（年間 5～6 回程度）
●問合せ：東松山市役所市民生活部地域支援課
TEL : 0493-21-1435

鴻巣市

No.142

済生会鴻巣病院 ボランティア募集
●内容：①入浴後のドライヤーあて
②布団シーツ交換
●日時：①月曜日 10 時～11 時 30 分
金曜日 10 時～11 時 30 分
金曜日 14 時～15 時 30 分
②火曜日 9 時～11 時 30 分
●場所：済生会鴻巣病院（認知症病棟）
●問合せ：鴻巣市社会福祉協議会ボランティア
センター
TEL : 048-597-2100

深谷市

No.145

ワーク＆ライクのびっこ
ボランティア募集

いきいきハンドセラピー
メンバー募集

埼玉県農林公園
ボランティア募集

障がいを持った方々のお手伝いをしていただける方、見
学をかねてボランティアをしてみたい！という方などお
気軽にお越しください。
●内容：メンバーさんと一緒にカフェでの接客、ミシン
などを使用した縫製、公園内散歩などのお仕事
のお手伝い、旅行・お祭りなどの付き添いをし
てくださる方
●日時：平日 10 時～15 時位の間で都合の良い時間帯
●場所：社会福祉法人ウィング
ワーク＆ライクのびっこ（比企郡川島町下八
ツ林 871-5）
●問合せ：ワーク＆ライクのびっこ
TEL : 049-297-7405

着衣の上から手のぬくもりだけでリラックス効果が
得られるハンドセラピーは、地域や災害時の支援活
動に役立てることができます。
●内容：ハンドセラピーのスキルアップ練習の後、
施設等でボランティアを行う
●日時：月 1 回 第２木曜日 10 時～12 時
●場所：県民活動総合センター又は上尾市民活動支
援センター
●問合せ：NPO 法人ハンドセラピー・彩（さい）
事務局 押元（090-4521-6949）又は
県活グループ 長村（おさむら）（0905790-7725）

●内容：イベントスタッフ（春まつり、夏まつり、
秋まつり、冬まつり、サクラソウまつり等
の運営補助）、農林学級の収穫体験の助手
●日時：春まつり 3 月 3 日（日）
※その他イベントごとの活動日があります
●場所：埼玉県農林公園（深谷市本田 5768-1）
●問合せ：公益社団法人埼玉県農林公社農林公園管理
事務所
TEL : 048-583-2301

蓮田市

No.146

東埼玉病院ボランティア募集
●内容：①療育活動（利用者さんとレクリエーションに参加）
②身辺援助（利用者さんとお話、読書の補助等）
③ビューティーサークル
（お化粧やハンドマッサージ）
④製作サークル（絵や作品作成の援助）
⑤学習支援(宿題のお手伝い、子供たちとお話など)
⑥ゲーム（トランプ、UNO などを一緒に行う）
⑦車いすクリーニング
⑧軽作業(利用者さんの見守り)

●日時：①平日 10 時～11 時
②平日 10 時～11 時、14 時～16 時
③第 2 水曜日 10 時～11 時
④第 4 水曜日 10 時～11 時
⑤毎週月曜日 15 時～16 時（祝日除く）
⑥平日 日程調整可能
⑦第 3 火曜日 10 時～11 時
●場所：独立行政法人国立病院機構 東埼玉病院
（蓮田市黒浜 4147）
●問合せ：独立行政法人国立病院機構 東埼玉病院
ボランティア担当
TEL : 048-768-1161
※上記以外の活動もあります
お気軽にお問合せ下さい

（公財）いきいき埼玉からのお知らせ
―――――――――――――――――――――――――

「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

■ボランティア実践団体のご紹介■

―――――――――――――――――――――――――

―――― 朗読ボランティアグループかばざくら （北本市）――――

朗読ボランティアグループかばざくらは、視覚障がい者の方にも、市や社会福祉協議会の情報をお届けしたいと活動を始め、今年で 37 年目
になります。平成 24 年には緑綬褒章を頂きました。現在会員 17 名で、
「できる人が できる事を できる時に」をモットーに励んでいます。
毎月の「広報きたもと」
、や社会福祉協議会で年 4 回発行される「やさしい手」を音訳、録音、CD にしてお届けしており、総合福祉センター
で毎月 24 日前後～月末まで活動しています。
また、年 4 回「四季のたより」として、会員がエッセイ、詩、小説など自由な内
容を吹き込み、オリジナル CD を作りお届けし、楽しんでいただいています。
その他には、市からの依頼で、市内全小学校 8 校の 6 年生の皆さんに、広島、
長崎で被爆された方々の体験記や原爆詩の朗読を毎年行なっており、今年で 13 年
目を迎え、延べ 7500 名以上の児童の皆さんに聴いていただきました。今後もこ
の活動を通して、次世代の方々に戦争や原爆の悲惨さを伝え、平和を考えるきっか
けとなって欲しいと願っております。
興味のある方は是非練習・吹き込みなど見学に来てください。経験がなくても大
歓迎です。
併せてグループで作成した CD を利用してくださる方も募集しております。

問合せ先 北本市社会福祉協議会
TEL：048-593-2961

国際国流ボランティア

平成３０年度 NPO 法人 税務会計個別相談会

～あなたの身近で出来る国際交流ボランティア～
在日、あるいは来日される外国人の方に、日本文化の紹介や、生活習慣、
生活の基盤をサポートする国際交流ボランティアの活動や現状の課題、必要
な知識・心構えについて学びます。
 日
 場
 講

時：2 月 15 日（金）13 時 30 分～16 時 00 分
所：埼玉県県民活動総合センター 305 セミナー室
師：埼玉県指定・認定特定非営利活動法人ふじみの国際交流
センター 副理事長 山﨑 友理氏
 定 員：30 名
 受講料：無 料
 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（9 時～17 時 15 分）
http://www.kenkatsu.or.jp

彩の国市民活動サポートセンター

発 行：

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

～税理士による無料の相談会～
 日時・場所：▽ ２月 ７日（木）埼玉県川口地方庁舎
▽ ３月 ６日（水）ウェスタ川越
▽ ３月２６日（火）埼玉県春日部地方庁舎
▽ ３月２８日（木）県民活動総合センター
※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

■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：県内社会福祉協議会、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

