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～認定・特例認定・指定を目指す NPO 法人の方へ～

中核的 NPO 育成事業（県補助事業）の御案内
支援セミナー

『NPO 法人のチカラ！事務力強化大作戦』

参加費：各回 1 法人あたり 1,000 円（資料代含む）

安定した NPO 法人運営へ！収益事業の始め方～事業計画から手続きまで～
講師：特定非営利活動法人メイあさかセンター（行政書士） 松尾信一氏
日程 平成 29 年 8 月 22 日（火曜日） 19 時から 21 時
会場 大宮ソニックシティ 601 会議室
問題解決！人件費に関するエトセトラ～有償ボランティア、給与、役員報酬まで～
講師：社会保険労務士 浅川知之氏
日程 平成 29 年 8 月 29 日（火曜日） 14 時から 16 時
会場 ウエスタ川越 活動室２
ＮＰＯ法人の個別支援（無料）
・行政書士等の専門家が訪問し、認定等の申請や NPO 法人運営事務等の質問・お悩みを
サポートします（各法人 2 回まで）。
・法人運営のノウハウ等を、先進的ＮＰＯ法人において実地に学ぶことができる研修を
コーディネートします（各法人 1 回まで）。

問合せ・申込先

※応募多数の場合、御希望に添えない場合があります。

特定非営利活動法人メイあさかセンター（認定・埼玉県指定 NPO 法人）
電 話：048-468-6972 Fax：048-468-7088
詳細は、メイあさかセンターのホームページをご覧ください。http://mayasaka.net/
（埼玉県県民生活部共助社会づくり課）

ＮＰＯ基礎講座
NPO 法人の自立的運営と会計・税務の基礎から活動計算書の作成までを学びます。NPO 法
人に携わる方や市民活動団体関係者、NPO 活動に関心のある方など、どなたでもご参加いた
だけます。
◆日時・場所 11 月 9 日（木）・15 日（水）
◆定 員 40 人（先着順）
埼玉県県民活動総合センター 各日とも 13:30～16:30
◆受講料 1,000 円
◆申込み・問い合わせ
公益財団法人いきいき埼玉

活動支援担当 TEL：048-728-7116

上尾市
（社福）埼玉県社会福祉事業団 あげお
縫製ボランティア募集

蓮田市
独立行政法人 国立病院機構 東埼玉病院
ボランティア募集

No.54

No.55

●活動内容：さをり織りの反物を使用して、バッグ
やポーチなどの手工芸製品に仕上げ
てくださる方を募集しています。ご自
宅でも活動可能です。
●活動日時：平日 9:45～11:15
13:30～15:00
●活動場所：
（社福）埼玉県社会福祉事業団 あげお
（上尾市平塚 820）又はご自宅
●申込/問合せ：
（社福）埼玉県社会福祉事業団 あげお
TEL：048-771-0537
Email：ageo@sswc-gr.jp

●活動内容：身辺援助ボランティア、ビューティー
サークル、製作サークル、車いすクリ
ーニング、ゲーム、療育活動
●活動日時：平日 10:00～11:00/14:00～16:00
（活動内容によって異なります）
●活動場所：独立行政法人 国立病院機構 東埼玉病院
（蓮田市黒浜 4147）
●申込/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

No.56

越谷市
「こしがや子育てクワイエ」
運営ボランティア 募集中

●活動内容：子育て応援ＨＰ「こしがや子育てクワ
イエ」の企画・編集、市内の子育て施
設やイベントの取材・記事執筆など
●活動日時：月１回の企画・編集会議 他
●応募資格：越谷市に在住・在勤・在学または活動
している 18 歳以上で、子育てに関心
があり、インターネット接続されたＰ
Ｃを自宅等にお持ちの方
●申込/問合せ：越谷市役所 子育て支援課 少子政策担当
TEL：048-963-9165
Email：10065100@city.koshigaya.saitama.jp

行田市
行田特別支援学校「学校ボランティア
養成講座」受講者募集中

No.57

●内

容：特別支援学校に通う子どもたちとの交
流を通じて、しょうがいのある子を支
えるボランティアを養成します
●対
象：継続的にボランティア活動をしたいと
考えている一般の方
●定
員：10 人
●実 施 日：9/12(火)、9/21(木)、10/4(水)、
10/5(木)、10/11(水)、10/12(木)、
11/10(金) ※時間等詳細要問合せ
●場
所：行田特別支援学校（行田市長野 4235）
●申込締切：8 月 21 日（月）まで
●申込/問合せ：行田特別支援学校
TEL：048-554-3302

No.58

川越市
リレー・フォー・ライフ・ジャパン 2017 川越
ボランティア募集

No.59

入間市
世界のともだち広場 in 入間万燈まつり
企画・実行スタッフ募集

●活動内容：がん患者チャリティー活動のイベント
運営のお手伝い
●活動日時：9 月 15 日（金）～17 日（日）
①8:00～12:00 ②12:00～17:00
③17:00～21:00 ④21:00～翌 8:00
一日につき上記いずれかの時間帯
※イベント開催日は 9 月 16 日（土）
・17 日（日）
●活動場所：川越水上公園（川越市大字池辺 880）
●申込方法：所定の申込用紙に記入の上 Email か
FAX で下記まで（8 月 31 日(木)必着）
●申込/問合せ：リレー・フォー・ライフ・ジャパン川越実行委員会
TEL：090-1805-4477（ボランティア担当 野口）
FAX：049-235-0836
Email：koedo@rfl-kawagoe.com
H P：http://rfl-kawagoe.com/

●活動内容：入間万燈まつりに合わせて行われる国
際交流イベント「世界のともだち広
場」 の企画・事前準備・当日の手伝い
及び後片付け
●活動日時：
① 10 月 21 日（土）自由参加 直前作業
②
27 日（金）午
後 会場設営
③
28 日（土）終
日 まつり当日運営
④
29 日（日） 〃
〃
⑤
30 日（月）午
前 会場清掃
●活動場所：
①入間市産業文化センター（入間市向陽台 1-1-7）
②～⑤彩の森公園（入間市向陽台 2 丁目地内）
●申込/問合せ：入間市国際交流協会
TEL：04-2964-1111（内線 2146/2147）

No.60

熊谷市
「打ち水大作戦 2017」
参加者＆ボランティア募集

No.61

上里町
着ぐるみボランティア 募集！

●活動内容：ファーマーズマーケットにて、ゆるキ
ャラの着ぐるみに入って、ジャンケン

●活動内容：熊谷市内で打ち水をして、クールシェ

大会などのイベントに参加

アを楽しみましょう

●活動日時：8 月 11 日（祝・金）10:00～15:00 ●活動日時：毎月第３日曜日
14:00～15:00 くらい
●活動場所：熊谷市星川
●そ の 他：お風呂の残り湯などをペットボトルに ●活動場所：ウニクス上里
（児玉郡上里町大字七本木 2272-1）
入れてお持ちください。詳細について
は下記までお問い合わせください。

●申込/問合せ：NPO 法人彩の国地域活性化協会
TEL：0495-35-0066

●申込/問合せ：NPO 法人エコネットくまがや
TEL：048-537-1200

Email：sasaki@snb.co.jp

No.62

さいたま市緑区
「地域活動支援センター農（あぐり）」
農作業のサポートボランティア募集

No.63

埼玉県全域
地域デビュー川柳コンテスト
作品募集中！

●活動内容：障害のある方といっしょに農作業
●活動日時：平日 9:30～15:30 の間
※週 1 回から OK、日数・時間相談可
●活動場所：さいたま市緑区 見沼田んぼ福祉農園
●申込/問合せ：NPO 法人のらんど
地域活動支援センター農（あぐり）
TEL/FAX：048-826-5770
Email：nolando.minuma@gmail.com
※農園にいて電話に出られないことがあります。留
守電のときはメッセージをお願いします。

埼玉県では、アクティブシニアの地域活動への参
加を後押しする「地域デビュー川柳」を募集します。
優秀作品には素敵な県産品などの賞品をプレゼ
ント。小中学生を対象とした子ども部門もあります
ので、ご家族皆さんでのご応募もお待ちしていま
す。
●締
切：9 月 10 日（日）
●そ の 他：詳細は県 HP をご覧ください
http://saitamaken-npo.net/
●申込/問合せ：アクティブシニア地域デビュー応援プ
ロジェクト事務局川柳係
TEL：080-2350-2120

～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。

「特定非営利活動法人 エコネットくまがや」
私たち特定非営利活動法人エコネットくまがやは、心の豊かさや地球環境の有限性を見据えた
「持続可能な社会の実現」を目指し、熊谷地域を中心に自然とのふれあいを通して、子どもをは
じめとする住民への健全な環境教育や地球環境
に配慮した行動を推進した循環型社会構築の重
要性を広め、自然との共生、地域との共存を軸
とした環境意識の高いまちづくりに寄与するこ
とを目的として活動しています。
問い合わせ：048-537-1200（事務局）
打ち水大作戦 2016 の様子→

http://www.kenkatsu.or.jp
いきいきボランティア養成講座
「ハンドセラピーを学ぶ
る温もり～」

シ ニ ア 共 助 担 い 手 塾

～手のひらで伝え

●日程・会場：
9/6(水)…埼玉県県民活動総合センター（伊奈町）
9/12(火)…和光市市民文化センター（和光市）
●日
時：9 月 22 日（金）・29 日（金）
9/13(水)…ウエスタ川越（川越市）
13:30～16:00
9/14(木)…ふれあいキューブ（春日部市）
※別途、彩の国いきいきフェスティバル
9/15(金)…熊谷市めぬま農業研修センター（熊谷市）
（10 月 22 日(日)）での体験実習を予定
9/21(木)…国立女性教育会館（NWEC）（嵐山町）
●時
間：各会場とも 10:30～15:00
●会
場：埼玉県県民活動総合センター
●対
象：県内在住の 55 歳以上の方で、
（伊奈町内宿台 6-26）
NPO・ボランティア活動等、地域
●講
師：ＮＰＯ法人ハンドセラピー・彩
活動をされている方及び地域活
代表理事 押元 則子
動に関心のある方
●受 講 料：無料（定員 30 人）
●受 講 料：無料
●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

心も!からだも!笑顔もはずむ
おやこたいそう 元気プロジェクト

スッキリからだリフレッシュ体操
体 験 講 座

トランポリン・平均台・跳び箱・バランスボー 普段使わない筋肉や関節を、動かし！伸ばし！
ルで楽しみながら身体機能を鍛えよう！
広げる！血管や細胞の若返りを実践します。
●日

時：①8 月 24 日（木）各回
②9 月 28 日（木）10:00～11:00
③9 月 30 日（土）
●会
場：埼玉県県民活動総合センター
（伊奈町内宿台 6-26）
●対
象：０歳～小学生と保護者（※詳細要問合せ）
●受 講 料：おひとり 500 円（2 歳未満無料）
●定
員：30 人
●申込/問合せ：活動支援担当
TEL：048-728-7116

●日

時：10 月 3 日（火）、17 日（火）
10:00～11:45（2 日間）
●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：スッキリからだリフレッシュ体操
スタジオ/Clear Body Refresh 体
操指導員 利根川 永司 ほか
●受 講 料：2 日間で 1,000 円（定員 30 人）
●申込/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：1,500 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

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

