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こしがや子育てクワイエ ボランティア募集！
「こしがや子育てクワイエ」では、一緒に活動する №118
ボランティア・メンバーを募集しています。子育てに関心のある方
であればどなたでも大歓迎です。ぜひお気軽にご参加ください！
・活動内容：毎月１回、ワークショップを開催しサイトの企画・編集

県立越谷特別支援学校 ボランティア募集
県立越谷特別支援学校では、生徒の学校生活の手助

けをしてくださるボランティアの方を募集しています。肢体不

・活動内容：学校生活全般での児童生徒の支援、給食の下膳

しています。

ネットを使用できるパソコンが自宅等にある方。
・応募方法：申し込み用紙に必要事項を記入の上、市役所子育て支
援課宛て電子メールで提出してください。
・お問い合わせ・提出先：越谷市役所

子育て支援課

な

・活動場所：県立越谷特別支援学校（越谷市船渡５００）

・対

ボランティア活動に興味のある方、障がいを持ったメンバーの

てみたい！という方などなど、経験、年齢は問いませんのでお気
軽にお越し下さい(^-^)丿詳しくはホームページを参照下さい。

ど

・活動日時：月～金曜日

・応募資格：越谷市に在住・在勤・在学の 18 歳以上の方でインター

・活動内容：各事業所でメンバーさん支援のお手伝い、外出の
付き添いや行事のお手伝い、ボランティアさんの特技を生か

９：３0～15：３0

象：１８歳以上の方で、本校の行う「ボランティア養成

して一緒に活動など多岐に渡ります。活動日時、内容などの
詳細はお問い合わせ下さい。

講座」を受講後、校長が認めた方
※養成講座の日程や活動内容等については、個別の相談に応

・活動場所：ワーク＆ライクのびっこ/スマイルカフェ
ライフサポートそら

じます。まずは、下記担当者までお問い合わせください。

少子政策担当

TEL:048-963-9165

№120

お手伝いをしていただける方、見学を兼ねてボランティアをし

自由がある小学生から高校生が通う県立の学校です。

会議をしています。また、市内の子育て施設やイベント
を取材したり、日頃のちょっとした情報などを記事に

№119

社会福祉法人ウィング ボランティア募集
ウィングでは常時ボランティアを募集しています！

・申し込み、問い合わせ：県立越谷特別支援学校

放課後等デイサービスにこにこ

支援部

特別支援教育コーディネーター TEL：04８-９７５-２１１１

グループホームにじ

・申し込み、問い合わせ：社会福祉法人ウィング（川島町）

E-mail:10065100@city.koshigaya.saitama.jp

TEL：049-297-7405

北里大学メディカルセンター
病院ボランティア募集！

田島ケ原サクラソウ自生地を守る会
ボランティア募集 №122

北里大学メディカルセンターでは、患者の皆様の手助けをしていた

田島ケ原サクラソウ自生地を守る会では、国指定特別天然記念

介護 老 人福 祉 施設 上 尾ほほ え み の杜
ボランティア募集 №123
上尾ほほえみの杜では、利用者の方と一対一でお話しを聞い
ボランティア募集

だけるボランティアの方を募集しています。

物「田島ケ原サクラソウ自生地」の保護活動を行っています。

て、お悩みや不安を解消するお手伝いをしてくださる傾聴ボラ

・対

下記の内容で、ボランティア活動に参加していただける方を募

ンティアの方を募集しています。

№121

象：高校生を除く 18 歳以上で、心身ともに健康な方
交通費を含めて無報酬で活動できる方

集しています。

一週間に 2 時間以上の活動が 4 ヵ月程度続けられる方
・活動時間：月～金曜日

8:30～16:00

第 1･3･5 土曜日

・活動内容：傾聴ボランティア（ご利用者さまとの一対一でお
話を聞いていただく活動になります。）

・活動時期：サクラソウの開花期（4 月）を中心に活動して

8:30～11:30 の内、2 時間以上

・活動内容：外来受付にお越しになられた方のご案内、
診察申込書の代筆

・活動日時：平日の午前中

います。
・活動場所：田島ケ原サクラソウ自生地

・活動場所：介護老人福祉施設

季節毎の催しに関する飾り付けの補助

・申し込み、問い合わせ：介護老人福祉施設 上尾ほほえみの杜

・対象：18 歳以上の方
等

・申し込み方法：「ボランティア申込書・問診票」をご記入の上、
郵送下さい。

・活動内容：1.来場者への案内

上尾ほほえみの杜

（上尾市畔吉 1341-1）

〔桜草公園内（さいたま市桜区大字田島）〕

再来受付等の使用方法のご説明及び補助

2.保護活動への協力

TEL：048-780-1771

担当：小松

・応募方法：直接または電話でお申込みください。
・申し込み、問い合わせ：さいたま市教育委員会事務局

・申し込み、問い合わせ先：北里大学メディカルセンター(北本市荒井)
事務部総務課

※詳細は、文化財保護課までお問い合わせください。

生涯学習部

文化財保護課 TEL：048-829-1723

TEL：048-593-1212（大代表）

横瀬町植樹ボランティア募集！ №124
横瀬町の木「もみじ」の苗木等をみんなでワイワイ植樹してみませ
んか？横瀬町では、平成 29 年 2 月～３月を予定に植樹ボランテ
ィアを募集しております。ぜひ多くの方のご参加をお待ちしており
ます。

・活動場所：横瀬町内

長瀞町元気と安心お助け隊
協力会員募集！
№125

・応募条件：楽しく植樹ができる方

埼玉県立川の博物館は、ボランティア活動を通

子育て中の家庭等の「小さな困り事」、
「ちょっとした頼み事」

じた学びを応援しています。川や人や自然とふれる行事等の

などをサポートする「長瀞町元気と安心お助け隊」の協力会

運営や、荒川の地理・歴史・自然を学んでみたい方を募集し

員を募集しています。「私にもできるかな」「こんな経験や特

ます。

技でも役に立てるかな」と思った方、ぜひお申込みください。

・活動内容：
「荒川大模型 173」の展示解説、季節のイベン

・応募条件：長瀞町内在住の１８歳以上の方で、利用される

※営利活動等ではないこと。

方の秘密が厳守できる方
・活動場所：長瀞町内

当方の都合により、希望に添えない場合もあります。
参加費は無料ですが、報酬や交通費の支給等もありません
・申し込み、お問い合わせ：横瀬町観光・産業振興協会
TEL：0494-25-0450

の剪定、話し相手

トの運営、荒川など河川の地理・歴史・自然
などに関する生涯学習活動
・応募資格 ：県内在住の高校生以上の方で、博物館の体験学

・活動内容：外出の付添、掃除、ゴミ捨て、草むしりや庭木

・その他：苗木の提供についてはご相談ください。
植樹で使う道具類を持っている方はご用意ください。

№126

長瀞町商工会では、手助けの必要な高齢者、障害のある方、

・活動日時：平成 29 年 2 月～３月を予定しています。
詳しくはお問い合わせください。

埼玉県立川の博物館ボランティア募集

等

・謝礼：1 時間の活動につき 500 円相当の「長瀞お宝商品
券」

習に理解と関心のある方、年に 6 日以上活動
できる方
・活動場所：埼玉県立川の博物館（大里郡寄居町小園 39）
※2017 年 1 月 15 日（日）11:00～12:00 に、ボランテ

・申込み方法：活動を希望される方は登録申請書に必要事項
を記入し、長瀞町商工会に直接提出してくだ
さい。

ィア説明会を開きます。説明会に参加できない場合も、個
別対応いたしますのでご連絡をお待ちしております。
・申し込み、問い合わせ：川の博物館研究交流部

・申し込み、お問い合わせ：長瀞町商工会
TEL：0494-66-0268

ボランティア担当（藤田・羽田） TEL: 048-581-8739

http://www.kenkatsu.or.jp
いきいきボランティア養成講座 団体紹介

わくわく科学クラブ 参加者募集！
代表

関谷 完夫（せきや さだお）

【春日部市を中心に活動】
児童（おもに小学生）に理科の面白さを知
ってほしいとの思いから、児童館や学校、
公民館などで「わくわく科学体験教室」を
開催しています。

ウィークエンドクラブ

参加者募集中！

和紙ちぎり絵で達磨さんをつくります！
・日時：平成２９年１月８日（日）14:30～15:45
・場所：けんかつ２０９セミナー室 ・費用：無料
・人数：先着 30 名（予約不要）
・持ち物：はさみ、手ぬぐい
・お申し込み：電話または来館にて
・申し込み、問い合わせ：活動支援担当
TEL:０４８－７２８－７１１６

キッカケはリタイアを控えていたころ、荻

成年後見制度学習会と個別相談の会
参加者募集！

窪の理科教室できらきら目を輝やかして
工作や実験に取り組んでいる子どもたち

成年後見制度は、認知症などで判断能力が不十分になった人を
教室では、ペットボトルをはじめ、100 円ショップなどでも入手できる 援助する制度です。成年後見制度を必要とする方々が、この制
度を十分に活用し恩恵を受けられるよう、行政書士等の専門家
ような、身近な材料を使いオモチャを手作りしてあそびます。
あそびながら、なぜ、オモチャの動きや変化する現象が起きるのかを解説 が制度をわかりやすく解説し個別相談を行います。
・日時 第１回 平成 29 年１月１4 日（土）13:30～16:30
し実験を行います。
第２回 平成 2９年２月１９日（日）13:30～16:30
子どもたちが工作を完成させて達成感を得、実験で「なるほど」と納得感
を得ることで、科学の面白さや奥深さに触れ、科学への関心を高めてほし ・会場：埼玉県県民活動総合センター ３0２セミナー室
・定員：個別相談 各日１０組
いと活動しています。
※制度の概要説明はどなたでもご参加いただけます。
子どもの理科離れとか、ゲームやパソコンに熱中といわれてはいますが、
（先着５０名程度まで）
体験教室で出会う子どもたちは「オドロキ」や、「なるほど」で満たされ
・費用：無料
ます。そんな子どもたちに出会う活動を一緒にしませんか。
の姿を見たことでした。

実験の企画をするもよし、子ども達といっしょに驚くのもよし。理科の知
識の有無は問いません。
・問い合せ先

わくわく科学クラブ事務局 電話 048（736）8633

★ボランティアけいじばんの記事募集！
締め切りは毎月２０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

・内容

(1)成年後見制度の概要説明（ビデオによる学習を含む）
(2)個別相談（希望者のみ 1 組 1 時間程度）
・申込み、問合せ：電話、来館、インターネットで
公益財団法人いきいき埼玉 活動支援担当
TEL:０４８－７２８－７１１６
HP：http://www.kenkatsu.or.jp

★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

●相談コーナーのご案内
◆受付時間：１０：００～１６：００
◆休 館 日：埼玉県県民活動総合センター休館日・毎週月曜日
●アクセス方法
◆大宮駅からニューシャトルで内宿駅まで約２５分。内宿駅から無料送迎バスで約３分、
または徒歩約１５分。
◆ＪＲ宇都宮線蓮田駅西口から朝日バス（丸谷・八幡神社・菖蒲車庫行き）で約２０分。
上平野バス停下車、徒歩約１２分。
◆ＪＲ宇都宮線蓮田駅西口からけんちゃんバス（県民活動総合センター行き）で約２０分。
◆ＪＲ上尾駅東口からバス（羽貫駅・伊奈学園行き）で約２５分。羽貫駅下車。
「埼
ニューシャトルに乗換内宿駅まで１駅。（約３分）。
さ玉
い県
※有料駐車場あり。１時間まで無料、１日上限４００円。
たマ
まス
●ご案内
っコ
ちッ
◆県民活動総合センターには研修施設にレストランや宿泊施設等もございます
」ト
のでご利用ください。
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至大宮

