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NPO 法人税務･会計相談会
税理士による個別相談会です（無料）
。
NPO 法人の運営や税務・会計に関するご相談をお受けします。
NPO 法人の立ち上げを考えている方のご相談もお受けします。

日時
場所
時間
定員

11 月 1 日(水) 及び 平成 30 年 1 月 24 日(水)
埼玉県県民活動総合センター（伊奈町）
お気軽に
各日 10：00～16：00
お問い合わせ
７団体 １団体３０分（要事前予約・先着順） ください♪

～予約申し込み・お問い合わせは下記まで～
彩の国市民活動サポートセンター【（公財）いきいき埼玉運営】
ＮＰＯ相談コーナー (受付 10 時から 16 時まで)
TEL：048-728-7146 FAX：048-729-5091
E-mail：info@sai-saposen.on.arena.ne.jp

ＮＰＯ基礎講座

コミュニティビジネス入門講座

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。
時 11 月 9 日（木）・15 日（水）
各日 13:30～16:30
◆場 所 埼玉県県民活動総合センター
◆定 員 40 人（先着順）
◆受講料 1,000 円（2 日間で）
◆申込み・問い合わせ
◆日

公益財団法人いきいき埼玉
TEL：048-728-7116

活動支援担当

学んで得するＮＰＯ経営強化講座
コミュニティビジネスの立ち上げや運営方
法、コミュニティビジネスの強みと成功のポイ
ントなどについて、事例を交えながら、具体的か
つ実践的なノウハウをお伝えします。
◆日 時 12 月 6 日（水）13:30～16:30
◆場 所 埼玉県県民活動総合センター
◆定 員 20 人（先着順）
◆受講料 無料
◆申込み・問い合わせ
公益財団法人いきいき埼玉
TEL：048-728-7116

活動支援担当

No.85

伊奈町
埼玉県立がんセンター
外来ボランティア募集!

No.86

志木市

志木市社会福祉協議会 運転ボランティア募集

志木市社会福祉協議会では、車椅子専用車貸出事業
（福祉移送サービス）を利用されている方で、ご自分
●内容：外来での総合案内、再来機利用の手伝い、患
者さんの院内移動の介助ならびに待合室で で運転者を確保できない方をサポートしてくださる
の介助、入口での乗降介助、車イス利用時の 運転ボランティアの方を募集しています。
身体に障がいがあったり、高齢で足が思うように動
手伝い、患者さんの荷物運び等
かなくなってきたりすると、外出することがおっくう
●日時：月曜日～金曜日（祝日及び年末年始を除く）
になり、家に閉じこもりがちになってしまいます。運
8:30～11:45、11:45～15:00
●場所：埼玉県立がんセンター（伊奈町大字小室 780） 転免許をお持ちでお手伝いいただける方の協力が、そ
●条件：定期的に活動できる方、健康な方、がんセン のような方々の大きな力になります。
ターまで通うことのできる方、事前研修に参 ●内容：車椅子専用車貸出事業を利用されている方が
加できる方
外出される際の車椅子専用車の運転
●申込/問合せ：埼玉県立がんセンター 総務、職員担当 ●申込/問合せ：志木市社会福祉協議会
TEL：048-722-1111
TEL：048-474-6508
No.87

桶川市

No.88

さいたま市大宮区

ユウサミイ 桶川ふるさとライブ Vol.2
ボランティアスタッフ募集

埼玉県立歴史と民俗の博物館
博物館ボランティア募集

●内容：ライブ当日の入場整理・誘導、チケットもぎ
り、舞台設営手伝いなど（若干名）
●日時：11 月 26 日（日）14：00～17：30
●場所：響の森 桶川市民ホール（桶川市若宮 1-5-9）
●締切：１０月３１日（火）
●備考：舞台設営補助につきましては、別途時間等ご
連絡いたします。
●申込/問合せ：響の森 桶川市民ホール
TEL：048-789-1113
※事前準備スタッフも併せて募集しています。詳細は
上記までお問い合わせください。

●内容：①展示解説ボランティア（15 名）
②体験学習ボランティア（30 名）
●日時：通年 9:00～16:00（7-8 月は 16:30 まで）
●場所：埼玉県立歴史と民俗の博物館
（さいたま市大宮区高鼻町 4-219）
●条件：満 18 歳以上の健康な方、月に 2 回以上活動
できる方、事前の養成講座全てに参加できる
方、下記のいずれかの説明会に参加できる方
●説明会日時：11 月 7 日（火）13:30～15:00
11 月 12 日（日）10:00～11:30
●説明会会場：埼玉県立歴史と民俗の博物館 講堂
●申込方法：10 月 1 日～各説明会前日までに下記へ
●申込/問合せ：埼玉県立歴史と民俗の博物館
TEL：048-645-8171（学習支援担当）

No.89

春日部市

No.90

越谷市

通訳ボランティア募集

越谷アリタキ植物園ボランティア募集

●内容：通訳や翻訳が必要となった際に、事務局から
ご連絡・依頼内容をお話ししてから、ご協力
いただきます（原則、交通費として一日につ
き 1,500 円をお支払いします）
●場所：行政窓口、春日部市内小中学校、海外からの
表敬訪問の会場等
●対象：満 20 歳以上で、外国語から日本語、日本語
から外国語への通訳・翻訳ができる方
●募集期間：年間を通じて随時
●申込/問合せ：春日部市国際交流協会事務局
TEL：048-736-1127

●内容：・除草及び清掃
・植物の管理及び調査補助
・来園者へのガイド（※）
・植物園のＰＲ活動
・イベントの企画等
（※）来園者へのガイドは、活動を通じて園内の植物
についての知識を深め、行っていただきます
●場所：越谷市越ヶ谷 2563-1
●条件：18 歳以上で、植物や自然観察に関心があり、
月 2 回程度活動できる方（知識のない方でも
大歓迎です）
。無償で参加できる方（日当、食
費、交通費などは支給しません）
●申込/問合せ：越谷市都市整備部公園緑地課
TEL：048－963－9225

※イベントの取材、機関紙の発行、HP 更新などを
行う広報委員も募集中です。詳細は上記まで。

No.91

川島町

No.92

社会福祉法人ウィング
障がい児・者の支援ボランティア募集!
●内容：①散歩・本の読み聞かせ・スポーツ各種あそ
びなど楽しく一緒に過ごす
②旅行・まつり等の行事でのサポート
③庭・植木・畑等の手入れ指導
④パソコン入力、裁縫や小物作り、商品のラ
ッピングなどのお手伝い
⑤文化系・運動系クラブ活動のサポート
⑥外出（外食、買い物等）のサポート
●場所：ワーク＆ライフのびっこ 他
（比企郡川島町下八ツ林 871-5）
●申込/問合せ：社会福祉法人ウィング
人材発掘プロジェクト担当 原田
TEL：049-297-7405
Email：nobi-mail@image.ocn.ne.jp

熊谷市
フラワーキーパー
（植栽ボランティアスタッフ）募集！

No.93

熊谷市/川越市
外国人案内ボランティア募集

●内容：増加する外国人観光客の道案内や地域の在住
外国人を支援するボランティアの育成講座
●対象：①埼玉県内に在住、在勤、在学の方
②16 歳（高校生）以上の方（言語力不問）
③研修（2 日間）に参加できる方
●研修について：
日時
11 月 25 日（土） 12 月 1 日（金）
12 月 2 日（土）
12 月 8 日（金）
各日 10 時～16 時 各日 10 時～16 時
会場
熊谷文化創造館
ウェスタ川越
さくらめいと
内容
・ボランティアについて
・やさしい日本語講座
・埼玉県の魅力再発見
・応急手当実践
・実践に役立つ英語、中国語
定員
100 人
200 人
締切
10 月 23 日（月） 10 月 30 日（月）
17 時まで
17 時まで

●内容：熊谷市内の各所に季節に応じた花を植栽する
●日時：11 月 11 日（土）8:30～11:30 ごろ
●参加費：無料
※雨天順延 11 月 12 日（日）
●その他：応募者多数の場合は抽選（結果は全員通知）
●場所：コミュニティひろば、市役所通線、星川通線 ●申込/問合せ：埼玉県国際交流協会
●持ち物：動きやすい服装、帽子、飲み物など
TEL：048-833-2992
●備考：事前にご登録いただきますので、参加希望の
方は下記までご連絡ください
●申込/問合せ：熊谷市役所 市民活動推進課
TEL：048-524-1111（内線 475）

～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。

～おはなしデパート（坂戸市）～
私たち「おはなしデパート」は、平成 11 年の設立以来、
小学校、児童センター、育児サークルなどで、ことばによる
表現活動を通して、子どもの達の健全な育成のお手伝いをし
ています。
絵本の読みきかせ、パネルシアター、紙芝居、エプロン
シアターなどを中心に、40 代～70 代までのメンバーがそ
れぞれの人生経験を生かして、心温まる活動を続けています。
平成 28 年には、彩の国コミュニティ協議会より、シラコ
バト賞を受賞しました。
（右写真）
見学大歓迎、興味のある方は下記までご連絡ください。
なかじま

TEL：090-9018-6052（中島）

http://www.kenkatsu.or.jp
いきいきボランティア養成講座
「お話し相手ボランティア入門講座」

「国際交流ボランティア入門講座」

介護施設等でのボランティア活動に参加するきっ
かけとなるよう、傾聴ボランティアとしての基本的な
考え方や知識を学ぶとともに、活動の心構えについて
学習します。

地域に住む外国人の方に日本語を教えたり、交流会
を開催する等のボランティアに参加してみません
か？

●日 時：11 月 7 日、14 日、21 日
13:30～15:30 火曜全 3 回
※21 日は 16:00 終了
※別途、ボランティア体験・見学を実施
●会 場：埼玉県県民活動総合センター
（伊奈町内宿台 6-26）
●受講料：無料（定員 30 人）
●申込/問合せ：活動支援担当
TEL：048-728-7116

「彩の国いきいきフェスティバル」
ハロウィンの仮装で来場して、
みんなで盛り上げよう！
お子さんからシニアまで楽しめる企画がいっぱ
い！ハロウィンコンサートやハロウィンイルミネー
ション、仮装イベントもあります。お友達同士や家族
でハロウィンの仮装をして来場すると、いいことがあ
るかも♪詳細はちらしやけんかつ HP をチェック！
●日 時：10 月 22 日（日）10:00～15:00
※入場無料、雨天決行（屋内開催）
●会 場：埼玉県県民活動総合センター
（伊奈町内宿台 6-26）
●問合せ：活動支援担当
TEL：048-728-7116

●日 時：11 月 9 日（木）13:30～16:00
※別途、各ボランティアグループでのボラ
ンティア体験・見学を実施
●会 場：埼玉県県民活動総合センター
（伊奈町内宿台 6-26）
●受講料：無料（定員 30 人）
●申込/問合せ：活動支援担当
TEL：048-728-7116

「読み聞かせボランティア養成講座」
読み聞かせの基本的な知識や技術を体験するとと
もに、ボランティアとして活動するための心構えなど
を学習します。初心者の方を対象に無理なく楽しんで
学んでいきますので、ぜひご参加ください。
●日 時：12 月 5 日（火）13:30～16:00
※別途、彩の国市民活動サポートセンター
でボランティア体験を実施
●会 場：埼玉県県民活動総合センター
（伊奈町内宿台 6-26）
●受講料：無料（定員 30 人）
●申込/問合せ：活動支援担当

★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

TEL：048-728-7116

★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/

