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2018 彩の国いきいきフェスティバル １１月１８日（日）１０：００～１５：００
≪埼玉県県民活動総合センターにて≫
「彩の国いきいきフェスティバル」は、ＮＰＯやボランティア団体等の日頃の活動成果の発表の場とし
て、県民活動総合センター全館で行うものです。
彩の国市民活動サポートセンターの紹介、県内で活躍する NPO 法人が日ごろの成果をわかりやすく、ま
た体験などを通じ楽しむことができるように発表します。これ以外にも、県民活動総合センターを中心に
活動する団体の展示発表やス
名
称
主な内容
テージ発表他、多彩な催しもの
自然環境観察会
活動の紹介（自然と昆虫の観察）
が行われ、毎年、大勢の来場者
シニアドいきいき埼玉
ＰＣを使ったプログラミング、お絵かき体験
でにぎわいます。
今年は「スポーツでつなぐ
人・文化・地域」をテーマに、
２０２０年東京オリンピック・
パラリンピック応援企画とし
てスポーツ体験イベントもあ
ります。
楽しい企画がいっぱいの彩
の国いきいきフェスティバル
へ、皆様のご来場をお待ちして
います。

埼玉カウンセリング研究会

エコグラム（性格診断）

ハンドセラピー・彩

ハンドセラピー体験

彩の国さいたま総合型地域
スポーツクラブフォルテ

トランポリン体験

モンキーマジック

ボルタリング体験

スペシャルオリンピックス日本・埼
玉

障害者スポーツの紹介

埼玉森林サポータークラブ

森林づくりのサポート事業の紹介

アラスネットワーク

活動ＰＲ、タイ、南米の民芸品販売、

ゆうの樹

活動ＰＲ、コスタリカコーヒーなどの販売
※参加予定 NPO 法人

NPO 法人紹介

自分たちで収穫したジャガイモがポテトチップスに！
ＮＰＯ法人うりんこくらぶ（久喜市）
は、障がいの有無に関わらず皆で活動す
る親子体験を企画しています。その中で
農業から生産販売までを体験する「種か

原料はジャガイモ・塩・
植物油の 3 つだけ！
できたての味が
いきています♪

ら始まるプロジェクト」のご紹介です。
今年は初めて、子どもが大好きなポテ
トチップスの生産販売にチャレンジし、
八潮市の㈱菊水堂さんに協力いただき、
美味しいポテトチップスになりました。
8 月に開催された「けんかつ夏まつり」
で子どもたちが販売し、大好評を得ました。

コバトン古本募金のお知らせ
埼玉県では、身近な不要品で寄附ができる「コバトン古本募金」を開始しました。
読み終えた本やＣＤ等を提供いただくと、協力事業者である嵯峨野株式会社が査定・換金し、寄附者
本人に代わって、査定換金額を「埼玉県ＮＰＯ基金」に寄附します。
家に眠っている不要品を地域のために役立てませんか。

書籍や CD、DVD、ゲーム、切手、はがき、商品券、貴金属、ブランド品

対象のもの

※対象外：ISBN コードのない本や週刊誌、著しい汚れや破損のあるもの
（貴金属・ブランド品は壊れていても可）
本の裏表紙・奥付等に
があるかご確認ください。

申込方法

電話又はインターネットからお申込みください。
（嵯峨野株式会社が受け付けます）
電話番号 0120-29-7000（9～18 時）
WEB から http://kishapon.com/saitamaken-npo/

コバトン古本募金

検索

※埼玉県ＮＰＯ基金は、平成１６年に創設し、教育や福祉、まちづくりなど地域課題の
解決に取り組むＮＰＯを支援しています。

問合せ先

埼玉県共助社会づくり課 担い手支援担当
☎ 048 (830) 2828 ✉ a2835-03@pref.saitama.lg.jp

助 成 金 情 報
公益信託武蔵野銀行みどりの基金

締切日 2018 年 12 月 1７日（月）

埼玉県内における自然環境保全および創出に資する活動を行う個人または団体等の活動資金の一部を助成します。
資格…埼玉県内の営利を目的としない法人・団体もしくは個人 助成額…1 給付先につき、必要金額の範囲内でかつ 100 万円以下
受付期間…10 月１日（月）～12 月 1７日（月）
助成対象期間…201９年 4 月１日（月）～20２０年３月３１日（火）
問合せ…・武蔵野銀行 総合企画部 広報・CSR グループ
TEL…048-641-6111
・三菱 UFJ 信託銀行リテール受託業務部公益信託課 TEL…0120-622372
URL…http://www.musashinobank.co.jp/

コープみらいくらしと地域づくり助成

締切日 ２018 年 1１月９日（金）

くらしや文化の向上、社会発展、地域の活性化をめざす市民団体の活動・事業に対して助成します。
対象…埼玉県内に活動拠点があり、すてに活動しているか、活動を立ち上げようとしている 5 人以上の市民団体。
助成額…活動・事業計画の半分 20 万円を上限
受付期間…10 月 1 日（月）～11 月９日（金） 当日消印有効
助成対象期間…2019 年３月２１日～2020 年２月末までの活動
問合せ…生活協同組合コープみらい 埼玉県本部 参加とネットワーク推進室 「社会貢献活動表彰・助成金」事務局
TEL…048-839-2711（9 時～17 時 土日祝休） URL…http://www.coopmirai-zaidan.or.jp/

環境市民活動助成

締切日

2018 年 11 月 15 日（木）

「山の森・海の森づくり助成」「活動助成」
「NPO 自立強化助成」
「緑化植花助成」
「清掃助成」の 5 つの種類があります。助成の
趣旨によって、対象団体や助成金の使途、助成期間が異なります。団体の活動にあった助成を選択してください。
期間…10 月 1 日（月）～11 月 15 日（木） 当日消印有効
助成対象期間…2019 年 4 月１日～2020 年３月３１日
問合せ…一般財団法人セブン-イレブン記念財団 TEL…03-6238-3872（9 時 30 分～17 時
URL…http://www.7midori.org

土・日曜を除く）

ＮＰＯ法人の活動の現場を訪ねて
８月１１日（土）
、熊谷市中心部を流れる星川沿いの打ち水イベント「暑
いぞ！熊谷打ち水大作戦２０１８～星川水まつり～」が開催されました。
今年、観測史上最高気温 41.1 度を 5 年ぶりに更新した熊谷。その暑
さを吹き飛ばそうと「ＮＰＯ法人エコネットくまがや」が、毎年この打ち
水イベントを主催し、今年で 11 回目となります。
当日は午前と午後に各１回、参加者が一斉にひしゃくで打ち水を行い、
地表面で５℃下がる効果を体感しました。また星川では、たらい舟や魚
のつかみ取り、氷リング大会など多くのイベントが行われ、たくさんの
親子連れが訪れ楽しむ様子が見られました。

深谷市

No．73

川島町

花園インターチェンジ
花ボランティア募集
●内容：花園インターチェンジ内にある花壇に
NEXCO 東日本から提供されるサルビア、
マリーゴールドなどの花苗や、ユリ・スイ
センの球根の植栽、除草や施肥を行う
●日時：毎週火曜日に植栽状況をパトロール
●問合せ：ガーデンシティふかや
TEL : 048-551-5551

さいたま市

No．75
No．

大宮公園 桜守ボランティア
サクラと大宮公園が好きな方、桜の維持管理や活性
化対策等にご協力いただける方ならどなたでも参加
いただけます！
●内容：ひこばえ取り（サクラの幹の下部から生え
てくる新枝の除去）
、土壌改良、害虫の繁殖
妨害剤の設置、清掃
●日時：おおむね月 1 回の活動
●申込み：参加申込書を持参、もしくは郵送又は FAX
●問合せ：大宮公園事務所（さいたま市大宮区高鼻町 4
丁目）TEL : 048-641-6391
FAX：048-641-2656

戸田市

No．77

第 3 回彩の国マラソン
ボランティア募集
●内容：受付・給水・走路監察・完走証発行・チッ
プ回収・荷物預かり・会場案内等
●日時：11 月 24 日（土）7 時 30 分～16 時頃
●場所：彩湖道満グリーンパーク 多目的広場等
●資格：高校生以上（18 歳未満の方は保護者の同意
が必要）
●申込み：WEB サイトより
※URL：www.goodsports.jp/ボランティア募集
●問合せ：大会事務局 ㈱グッドスポーツ
TEL : 03-5480-4100
Email：info@goodsports.jp

No．74

かわべえ・かわみん
着ぐるみサポーター募集
●内容：町のマスコットキャラクターのかわべえ・かわ
みんの着ぐるみを着てパフォーマンスを行う、
着ぐるみの安全のための付き添い
●対象：健康で明るく、社交的な 15 歳以上の方（中学
生を除く）
※町の負担でボランティア保険に加入します
●問合せ：川島町農政産業課
TEL : 049-299-1760

秩父市

No．76

子育て支援センター
ボランティア募集
●内容：絵本の読み聞かせやコンサート、お母さん応援
講座の講師、託児イベント等をサポートするボ
ランティア
●日時：各ボランティアにより異なる
●場所：中村児童館内（中村町 2-10-14）
●問合せ：秩父市子育て支援センター
TEL：0494-22-7282

春日部市
No．

No．78

第 26 回かすかべ郷土かるた大会
運営ボランティア募集

●内容：市内小中学生等が参加する郷土かるた大会の運
営ボランティア。かるたの審判、受付、会場案
内・整理など
●日時：11 月 4 日（日）8 時 15 分～（終日）
※審判は 10/3（水）、10/20（土）に行われる講習会
（会場：教育センター）に、いずれか 1 日以上の出席
をお願いします
●場所：ウイング・ハット春日部
●問合せ：春日部市社会教育課
TEL：048-736-1111（内線 4817）
まずはお電話を！

さいたま市

No．79
No．

伊奈町

埼玉県立歴史と民俗の博物館
博物館ボランティア募集

彩の国いきいきフェスティバル
ボランティアスタッフ募集

●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 時～16 時（7～8 月は 16 時 30
分まで）
●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：11 月 6 日（火）13 時 30 分～15 時
11 月 1１日（日）10 時～11 時 30 分
●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２日（火）～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）

●内容：イベント運営ボランティア（会場案内・リー
フレット配布、ゆるキャラ着ぐるみパフォー
マンス・誘導、スタンプラリーの受付・景品
配布、ステージ発表機材の出し入れ、設営の
準備・後片付け）
●日時：前日 1１月 17 日（土）13 時～17 時
当日 1１月 18 日（日）9 時～16 時
※一日だけでも参加できます
●場所：埼玉県県民活動総合センター
●問合せ：（公財）いきいき埼玉 活動支援担当
TEL：048-728-7116

―――――――――――――――――――――
「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■
――ザ・架け橋ストーリー工房 （入間市）――

ザ・架け橋ストーリー工房は、入間市を中心に朗読ボランティアとして次の３つを柱として活動しています。
１、児童や学生に民話と童話を語ること。
２、ハンディキャップの人にインターネットを通じて朗読を聞く機
会を提供すること。
３、朗読の愛好者にストーリーを聞く機会の提供。
具体的な活動としては、ＦＭチャッピーで毎週土曜の朝 7 時から
30 分間のストーリーテリングを放送しており、その朗読の収録を
行っています。また、秋には緑の森フェスタや朗読と朗読劇のフェ
アを開催。詩や民話・童話の朗読を中心に幅広い活動を行っていま
す。
人の心は、小さなストーリーが沢山集まって出来ています。人は
目で見る、耳で聞く、触ってみる、舌で味わう、そして鼻で嗅ぐ、
【2017 年緑の森フェスタ朗読劇「茶、栗、柿 」】
この五感を通して、心のストーリーを思い起こします。人の心に
深く刻み込まれていくストーリーを届けたい。その気持ちのもと一緒に活動してくださる方を募集しています。是
問合せ先 代表 山下英雄
非お問い合わせください。
TEL：090-2449-9045

■NPO 法人 １０月～12 月の税務・会計相談会

■女性のためのプチ起業のはじめ方

 会







場：▽10 月 19 日(金) 県民活動総合センター
▽11 月 9 日(金) 埼玉県朝霞地方庁舎
▽12 月 7 日(金) 熊谷市市民活動支援センター
 時 間：10：00～16：00
 定 員：７団体（１団体３０分）
※事前予約/先着順
 申込み：彩の国市民活動サポートセンターまで
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/

日 程：1１月２８日(水) 県民活動総合センター
時 間：10：00～1２：00
定 員：20 人（申込順）
費 用：無料
申込み：公益財団法人いきいき埼玉活動支援担当
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：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

