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越谷アリタキ植物園 ボランティア募集！
自然に親しみながら、皆さんの力で植物園を育てて見ませんか？越

〒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)
Ｆ Ａ Ｘ：０４８－７２９－５０９１
E-mail:info@sai-saposen.on.arena.ne.jp

久喜市立郷土資料館 ボランティア募集
久喜市立郷土資料館では、ボランティアとして活動してくださ
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臥竜切手サークル ボランティア募集
「臥竜切手サークル」は毛呂山町で切手整理のボランテ

谷市では、『越谷アリタキ植物園』で活動していただくボランティ

る方を募集しています。興味のある方はぜひお問い合わせくださ ィア活動をするボランティアサークルです。一緒に活動に

アを募集しています。

い。

・活動場所：越谷アリタキ植物園（越谷市越ヶ谷 2563 の 1）

・活動場所：久喜市立郷土資料館
（久喜市鷲宮 5 丁目 33 番 1 号）ほか

・活動内容：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

参加してくださるボランティアの方を募集しています。

・活動内容：使用済み切手、未使用はがきなどを集め、選

・活動内容：子ども向け講座の実施補助

別、整理し県内の盲老人ホーム「ひとみ園」

展示案内の補助

※来園者へのガイドにつきましては、活動を通じて園内の植物につ

に送付しています。

古文書整理の補助

いての知識を深め、行っていただきます。
・参加資格：18 歳以上で、植物や自然観察に関心があり、月 2 回

・対

・活動日時：偶数月の第４金曜日

象：18 歳以上で、郷土資料館の活動に理解のある方

10 時から 12 時

（8 月の活動は場合によりお休みとなります。
）

程度活動できる方。
（知識のない方でも大歓迎です。
）

・申込み方法：直接または電話で、郷土資料館へ

・活動場所：毛呂山町福祉会館

無償で参加できる方（日当、食費、交通費などは支給

・申し込み、問い合せ：久喜市立郷土資料館

・申し込み、問い合わせ：毛呂山町社会福祉協議会

TEL：0480-57-1200（直通）

しません。
）

TEL：０４９－２９５－３１１１

・応募方法：お電話にて直接お申し込み下さい。
・申し込み、問い合わせ：越谷市都市整備部公園緑地課
TEL：048－963－9225

県立上尾かしの木特別支援学校
ボランティア募集

川越いもの子作業所 ボランティア募集
社会福祉法人

皆の郷

川越いもの子作業所では、
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障害を持った方と一緒に活動して頂けるボランティアを募集して
おります。

本校は知的障害のある小学生から高校生が通う

集しています。

（土日に行事がある場合があります）

び相手・特別事業、

・活動場所：県立上尾かしの木特別支援学校

（埼玉県川越市笠幡後口 4063-1）

イベント、制作のお手伝い

（上尾市平塚１２８１－１）

・作業内容：木工製品の製作補助、アルミ缶作業の補助
各種行事へ利用者が参加するための援助

・活動日時：月～金曜日
・対

・活動場所：さいたま市北区本郷町 1065-3

９：００～１５：３０

・活動日時：①開館日で都合の良い日（応相談）

象：１８歳以上の方で、本校の行う「ボランティア育成

行事等での販売補助

②特別事業、イベントなどの日（要問合せ）

講座」を受講後、校長より認定された方

・募集条件：年齢・性別不問。やる気と元気のある方。
・申し込み、問い合わせ：

①9 時～18 時で都合の良い時間

※詳しい内容は本校ホームページ（http://www.kashinoki-

②特別事業により変わるので、問い合わせ

sh.spec.ed.jp/）をご覧ください。個別の相談にも応じますの

川越いもの子作業所

で、担当者までお問い合わせください。

FAX：049-234-2940

担当：上城・田代

志木市社会福祉協議会
運転ボランティア募集

地域連携部
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ボランティア担当

神川町 災害ボランティア募集
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ービス）を利用されている方で、ご自分で運転者を確保できない方

囲でボランティアとして活動していただける「神川町災害ボラ

をサポートしてくださる運転ボランティアの方を募集しています。

ンティア」を募集しています。登録された方には大規模災害発生

身体に障がいがあったり、高齢で足が思うように動かなくなってき

時など、ボランティア人員を必要とする際にご協力を依頼させ

たりすると、外出することがおっくうになり、家に閉じこもりがち

ていただきます。登録をお待ちしております。

になってしまいます。運転免許をお持ちでお手伝いいただける方の

・活動内容：災害ボランティア研修や訓練への参加
神川町内外における被災地支援

・申し込み・問い合わせ：志木市社会福祉協議会
TEL：048-474-6508

デイサービス ラスベガス №144
麻雀ボランティア募集

平成 29 年 3 月にオープンする「デイサービス ラスベ
ガス」にて、利用者様と一緒に麻雀を楽しんだり、教えた
りしていただけるボランティアの方を募集します。
・活動日時：月曜日～金曜日の 10 時～16 時のいずれか
（詳細については相談となります。
）
・活動場所：デイサービス ラスベガス
(秩父市下影森 858-2）

など

・申込み方法：詳細は神川町社会福祉協議会にお問い合わせく
・活動内容：車椅子専用車貸出事業を利用されている方が外出され

TEL:048-664-7551 FAX:048-664-7551

TEL：048-776-4601

神川町社会福祉協議会では、神川町内外での災害時に、可能な範

協力が、そのような方々の大きな力になります。

てください
・申し込み、問い合わせ：さいたま市立本郷児童センター

・申し込み、問い合わせ：県立上尾かしの木特別支援学校

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

る際の車椅子専用車の運転
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・活動内容：児童センター、児童クラブの子どもたちの遊

・活動内容：学校生活全般における児童生徒の支援

・活動場所：川越いもの子作業所

TEL：049-233-2940

さいたま市立本郷児童センターは、地域の

県立特別支援学校です。子どもたちの教育をより豊かにするため 0 歳から 18 歳未満の子ども対象に、子どもを心身とも
に学校行事や授業等の手助けをしてくださるボランティアを募 に健やかに育成することを目的に設置された施設です。

・活動時間：月曜～金曜 9：00～17：00

社会福祉法人皆の郷
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さいたま市立本郷児童センター
ボランティア募集

・応募条件
・デイサービスラスベガスまでご自身で来られる方

ださい。
・申し込み、問い合わせ：神川町社会福祉協議会
（神川町総合福祉センター内）
TEL：0495-74-1188

（送迎はできません）
・年齢、性別不問。
・麻雀ができる方
・無償で活動していただける方
・申し込み、問い合わせ：秩父市社会福祉協議会
ボランティアセンター

TEL：0494-22-1514

http://www.kenkatsu.or.jp
いきいきボランティア養成講座 団体紹介
朝霞ぐらんぱの会 参加者募集！

活動団体協働参加事業 参加団体募集！
公益財団法人いきいき埼玉では、活動団体の皆様が、日ごろの活動の成果
を生かして、講演会やセミナー、イベントなどの事業を企画・運営する活
動団体協働参加事業を実施します。
・募集内容：団体が自主的・主体的に企画・運営する講演会やセミナーな
どで、原則として埼玉県県民活動総合センターを会場とする
下記の分野の事業。
（A）NPO 活動（B）ボランティア活動（C）高齢者活動
（D）生涯学習 （E）社会福祉活動 （F）社会教育活動

平成 28 年 6 月 6 日

平成 29 年 1 月 5 日

「ぐらんぱと作ろう！」ｲﾍﾞﾝﾄ

「ちゃれんじｽﾀﾃﾞｨ」の正月遊び

(放課後児童クラブ)

（小学校体育館）

【埼玉県朝霞市】 会 長 池谷 明芳（いけや あきよし）
「朝霞ぐらんぱの会」は、朝霞市ぐらんぱ育児支援者養成講座修了者を中心に
結成された、子育て支援活動を行っているシニア男性の会です。平成２４年に
誕生し、現在は会員数３９名で、本年結成５年目を迎えます。全国でも例のな
いシニア世代のしかも男性中心の会ですから、子育て関係者からすると「気の
利かない、無骨者の集団」のように思われるかもしれません。子育て時代は、
育メンどころか、子どものことは妻に任せて仕事に明け暮れする私達でした
が、孫を持つような歳を迎えて、子育て家庭の苦労、保育園や学校等の関係者
の多忙な勤務内容を実感し、また、子ども達の元気さや明るさを糧に支援活動
に取り組んでいます。
現在、主な活動としては、保育園、小学校、放課後児童クラブでの見守り、
学習補助、イベント活動に加え、地域との交流活動などを行っています。また、
各種の団体や近隣の大学などとも連携・協力しあいながら、幅広い活動を続け
ております。シニア男性の豊富な社会経験を活かし、他グループ関係者とネッ
トワークを組みながら、地域の子育て支援活動を通じて、地域社会の子育て環
境の向上と次世代育成に貢献することを目的として活動しています。活動に関
心のある方はぜひともお声を掛けください。一緒に活動しましょう。
問合せ先：会長 池谷明芳
☎

090-9145-6069

E-mail：ike777@mail.goo.ne.jp
ホームページ http//asaka-grandpa.com/

★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

（G）青少年活動 （H）男女共同参画活動 （I）その他上記に準じる活動
・対象団体：県内の団体を対象とします。（法人格の有無は問いません）
※団体には一定の要件がございます。所定の申込書でご確認ください。
・支援内容：外部講師の謝金助成（2/3 の範囲内で 30,000 円を上限とす
る）、会場の無償提供等
・申込締切：平成 29 年 3 月 10 日（金）必着
・申し込み、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

成年後見制度学習会と個別相談の会 参加者募集
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が制度をわかりやすく解説し個別
相談を行います。
・日時：平成 2９年２月１９日（日）13:30～16:30
・会場：埼玉県県民活動総合センター ・定員：個別相談 各日１０組
※制度の概要説明はどなたでもご参加いただけます。（先着５０名程度まで）

・費用：無料
・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 てとてとて

●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。

「埼
さ玉
い県
たマ
まス
っコ
ちッ
」ト

〒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 ＨＰ http://www.sai-sapo.jp/

至大宮

