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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

会場
内容
定員
締切

12 月 4 日（月）
、5 日（火） 平成 30 年 1 月 14 日（日）
、 平成 30 年 1 月 26 日
（金）
、
各日 10 時～16 時
21 日（日）
2 月 2 日（金）
各日 10 時～16 時
各日 10 時～16 時
ソニックシティビル
越谷市中央市民会館
東松山市市民文化センター
・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
200 人
100 人
100 人
11 月 6 日（月）17 時ま 12 月 15 日（金）17 時まで 12 月 25 日（月）17 時まで
で

●参加費：無料
●その他：応募者多数の場合は抽選（結果は全員通知）
●申込/問合せ：埼玉県国際交流協会 TEL：048-833-2992
詳細及び申し込みは右記 URL からもできます http://sia1.jp/topics/annaivolunteer/
No.100

熊谷市

No.101

越谷市

〒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

●内容：当法人創立当初より活動しているボランテ
ィア団体「はなぶさ友の会」での活動です。
主に、当施設内での洗濯物たたみを行って
います
●日時：月～土 午前中の２時間程度
●場所：特別養護老人ホームはなぶさ苑
（熊谷市玉井 1145-1）
●報酬：熊谷市内の地域貢献活動でもらえる地域通
貨「熊谷ありがとう券」を差し上げていま
す。当敷地内にある地域交流カフェ「カフ
ェ茶苑」にて「熊谷ありがとう券」２枚で
お飲物１杯と交換できます。ボランティア
終了後にぜひお立ち寄りください
●申込/問合せ：特別養護老人ホームはなぶさ苑
TEL：048-533-2700

伊奈町

●内容：実験・工作体験、サイエンスショー、特別
事業、科学講演会等、越谷市科学技術体験
センターミラクル主催事業のお手伝いや
事前準備のほか、希望により、個人の特技
を活かし、自ら講座を企画し、講師を務め
ていただくこともできます
●場所：越谷市科学技術体験センターミラクル
（越谷市新越谷１-59）
●資格：市内・市外と問わず中学生以上の方。明る
い方、責任感のある方、子ども好きな方、
協調性のある方
●応募方法：事前に連絡の上、申込書（センターに
あります）を提出ください。簡単な面
接を行いますので、提出の際は事前連
絡をお願いします
●申込/問合せ：越谷市科学技術体験センターミラクル
TEL：048-961-7171
No.104

No.99

ふじみ野市

さいたま市大宮区

日時

11埼玉いのちの電話
月 25 日（土） 12 月 1 日（金）
12 月 2 日（土）
12 月 8 日（金）
29 期生
電話ボランティア募集
各日 10 時～16 時 各日 10 時～16 時
●内容：苦しみや悩みをかかえながら、誰にも相談
会場
熊谷文化創造館
ウェスタ川越
できずにいる人たちが、電話で対話するこ
さくらめいと
とにより、生きる意欲を自ら見出せるよう
内容 心の支えになることを願うボランティア
・ボランティアについて
・やさしい日本語講座
活動です
・埼玉県の魅力再発見
●資格：20
歳以上の男女（2018.4.1 現在）
。
・応急手当実践
いのちの電話の主旨に賛同し、
その活動に
積極的に参加する方。
電話相談員になるた
・実践に役立つ英語、中国語
定員 めの初級研修及び電話担当、
100 人
200継続研修に参
人
加する時間と健康を保持できる方
締切
10 月 23 日（月） 10 月 30 日（月）
●定員：約17
50時まで
名
17 時まで
●応募方法：HP、郵送又は説明会で配布する「電
(10:00～16:00､月曜休み)
話ボランティア募集要項」をご覧いた
ＦＡＸ：０４８－７２９－５０９１
だき、必要書類を事務局まで郵送
E-mail:info@sai-saposen.on.arena.ne.jp
●申込/問合せ：埼玉いのちの電話 事務局
TEL：048-645-4322
URL：http://www.saitama-id.or.jp/
No.102

特別養護老人ホームはなぶさ苑
越谷市科学技術体験センターミラクル
「はなぶさ友の会」ボランティア募集
サイエンスボランティア募集

No.103

彩の国市民活動サポートセンター

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

さいたま市大宮区/越谷市/東松山市

No.92

発 行

さいたま市中央区

NPO 法人アジア・アフリカと共に歩む会
本の梱包ボランティア募集
●内容：寄附していただき集まった本を定期的に輸
送用のダンボールに梱包する作業を行な
い、年に一度南アフリカ共和国へ出荷しま
す。 高校生から 70 代の男女 10 数人が
参加しています
●日時：11 月 19 日（日）10:00～
12 月 17 日（日）10:00～
●場所：さいたま市中央区鈴谷 3-10-20 野田ハ
イツ 1F
●申込/問合せ：NPO 法人アジア・アフリカと共に歩
む会（TAAA）事務局
TEL：090-7702-4939（野田）
URL：http://www.taaa.jp/
※その他に、会報の発送作業や事務、PC 作業など
のボランティアも募集しています。お気軽
にお問い合わせください。
No.105

嵐山町

障害福祉サービス事業所
まつぼっくり ボランティア募集

日本聴導犬推進協会
ボランティア募集

埼玉県立嵐山史跡の博物館
体験学習支援ボランティア募集

●内容：まつぼっくりでは、利用者さんが自主製品
（リース・雑巾・ボカシなど）を作ってい
るほか、下請け作業やアルミ缶回収・缶潰
し、日常生活訓練を行っています。
①手芸品や下請け作業のお手伝いをして
くれる方、利用者さんの散歩のときに付
き添いをしてくれる方
②ご家庭などで出たアルミ缶の提供にご
協力をお願いします。※アルミ缶はすす
いだ物をご持参ください
●日時：①週１回、１時間程度から相談可
②随時募集
●場所：障害福祉サービス事業所まつぼっくり
（伊奈町小室 5049-1）
●申込/問合せ：障害福祉サービス事業所まつぼっくり
TEL：048-723-3201

●内容：①イベントボランティア…イベント会場
で、募金の呼び掛けやパンフレットの配
布、グッズ販売のお手伝い
②事務ボランティア…事務所で資料や会
報の発送準備などのお手伝い
●申込/問合せ：一般社団法人日本聴導犬推進協会
（ふじみ野市亀久保 2201-5）
TEL：049-262-2333

●内容：小学校が団体で利用する体験学習（昔のあ
かり体験、臼体験、もの運び体験）の指導
や補助
●期間：主に９月～２月の間、週１回程度
●場所：埼玉県立嵐山史跡の博物館
（比企郡嵐山町菅谷 757）
●資格：特に必要ありません
●応募方法：面談を行いますので、電話で面談をお
申し込みください
●その他：報酬及び交通費の支給はありません
●申込/問合せ：
埼玉県立嵐山
史跡の博物館
TEL：
049362-5896

【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。

「春日部おもちゃの図書館 うさぎとかめ」～“笑顔いっぱい”をもとめて～
「おもちゃの図書館 うさぎとかめ」は「障害のある子ども達におもちゃの素晴らしさと遊びの
楽しさを知って」との願いから始まったボランティア活動です。子どもは遊びの中で学びます。
おもちゃは、
「遊び」を豊かにする道具です。
「おもちゃの図書館 うさぎとかめ」は、子ども達
にたくさんのおもちゃを用意して、気に入ったおもちゃを選んで楽しく遊ぶ機会を提供する場所で
す。また、家でも楽しく遊べるよう貸し出し（障害児のみ）をするのが「おもちゃの図書館」です。
おもちゃは子供たちの「こころ」と「からだ」を育てる物です。また、子供たちが楽しく遊んで
いる間、お父さん、お母さんたちの交流、情報交換の場でもあるのです。
第２土曜日（10:00～15:00）障害児 ／ 第４土曜日（10:00～15:00）障害児及び健常児
興味のある方は、ぜひ見学にお越しください。
しらくら

代表 白倉 TEL：048-752-7351

いきいきボランティア養成講座
「国際交流ボランティア入門講座」

「読み聞かせボランティア養成講座」

「子どもと接することが好き、本が好き、そんな
「近所に住む外国人の方が増えたけど、どんなふ
気持ちを地域で活かせる活動があるかしら…」
うに接したらいいのかな…」
そんな方を対象に、図書館や小学校などで子ども
そんな方を対象に、地域に住む外国人の方に日本
たちに絵本の読み聞かせをするボランティアに参
語を教えたり、交流会を開催する等のボランティア
加してみませんか？
に参加してみませんか？
●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）

●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）

●受講料：無料（定員 30 人）

●申込/問合せ：活動支援担当
TEL：048-728-7116

●申込/問合せ：活動支援担当

Ｎ Ｐ Ｏ 基 礎 講 座

TEL：048-728-7116

コミュニティビジネス入門講座
学んで得する NPO 経営強化講座

NPO 法人の自立的運営と会計・税務の基礎から
地域課題解決の活動にも継続性、経済的自立が求
活動計算書の作成までを学びます。NPO 法人に携
められています。その一つの手法として期待されて
わる方や市民活動団体関係者、NPO 活動に関心の
いるコミュニティビジネスについて、立ち上げや運
ある方など、どなたでもご参加いただけます。
営方法、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をお伝えします。
●日 時：11 月 9 日（木）
・15 日（水）
●日 時：12 月 6 日（水）13:30～16:30
各日とも 13:30～16:30
●会 場：埼玉県県民活動総合センター
●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：コミュニティビジネスを検討している
（伊奈町内宿台 6-26）
方、NPO の安定的な運営、事業の採算
●受講料：1,000 円（定員 40 人）
性や継続性を高めたいと考えている方
●申込/問合せ：活動支援担当
●受講料：無料（定員 20 人）
●申込/問合せ：活動支援担当
TEL：048-728-7116
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

「街の緑サポーター

養成研修（初級）」

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
のための心構えについて学習します。
●日 時：12 月６日、13 日、20 日、
平成 30 年 1 月 17 日、24 日
（全水曜 5 日間）13;15～15:45
※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：埼玉県花と緑の振興センター大会議室
（川口市安行 1015）
●受講料：無料（定員 60 人）
●申込/問合せ：活動支援担当
TEL：048-728-7116

いきいきボランティア養成講座
朝霞、加須、桶川会場 参加者募集
「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」という方を対象に、ボラン
ティアの基礎知識を学び、地域で活動する団体との
情報交換を行います。
●日時と会場：
①11 月 9 日（木）13:30～16:30
朝霞市中央公民館・コミュニティセンター 集会室 1・2
②11 月 24 日（金）13:30～16:00
市民プラザかぞ 5 階女性センター活動室・青年センター活動室
③11 月 29 日（水）13:30～16:00
桶川市市民活動サポートセンター（ベニバナウォーク桶川 1 階）
●申込/問合せ：活動支援担当
TEL：048-728-7116
※詳細はお問い合わせください

★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
発行：彩の国市民活動サポートセンター
配布先：埼玉県社会福祉協議会、県内公立図書館、
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

