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子育て応援(コンサート名
ベビーカーコンサート in 北区）
ボランティア募集

NO.６

日高 「市民の森―日和田山」
環境ボランティアの会員を募集
会員を募集

「市民の森―日和田山」環境ボランティア」は、会員登録

子育て、障がい者応援を目的に、主として北区管内にお住まい

をされたかたがたで構成されています。環境保全や自然保護

のベビー及び子育て家族、さらに障がい者を対象に音楽コンサ

に関心があるかたを随時募集しています。

ートを開催しています。



活動日：毎月第 3 土曜日



集合場所：日和田山登山口あずまや付近



集合時間 ：４月から 10 月は、8 時 30 分

け!利用者への介助や付さ添いはいたし

・開催日：5 月３０日（火曜日）9 時～１２時

ません。

・活動場所：さいたま市北区宮原町１－８５２－１

・活動時間：平日 9 時から１６時 30 分の間で、利用



作業内容：刈払機による下草刈り、ミツバツツジの周囲

・持ち物：身軽軽装で。タオル、筆記用具

の草刈り（鎌による）、落ち葉掃き、枯損木の伐採、ハ

・条件：ボランティア精神をお持ちの方で５０歳以上の方。

イキング道の補修

・申込み・問い合わせ：担当・矢崎

（プラザノースホール）

TEL：090-4926-3535

（日高市役所環境課）TEL : 042-989-2111

者の予約の中でご都合のつく日時です。
月に 2～ 3 回程度です。
・申込み・問い合わせ：深谷市ボランティアセンター・
市民活動サポートセンター

FAX：048-664-9996

TEL：048-573-6563

e-mail：minikitakai@ric.hi-ho.ne.jp

介護老人保健施設
うらわの里 ボランティア募集

ご自宅で生活が困難な高齢者の方がリハビリを行い、ご自宅

埼玉県自然学習センター

NO.９

NO.１０

北本自然観察公園ボランティア募集

サブリーダー（主に土日祝日）、ニュースレターの

・活動内容：高齢者のレクレーションのお手伝い（リズム体

発送作業（年に４回。平日）
、アカガエルの卵塊数

操等)・施設内で作業補助（シーツ等交換等)

調査（例年２～４月の毎週平日）
、展示物の作成や

・活動日：月～金曜日のご都合の良い日（ご相談ください）
・活動時間：９:３０頃～１６：００の間で都合の良い時間

後、登録用紙に必要事項をご記入いただき

たぐ場合は昼食。

ます。

お願いします。

埼玉県北本市 5-200

Ｅメール: kitamoto@saitama-shizen.info

TEL：048-855-7811・FAX：048-855-7800

TEL: 048-593-2891

e-mail：urawa@eijukai.com

FAX: 048-590-1039

和光ゆめあいサービス会員募集

和光市住民同士の支え合いでサービスを「利用する人」と「協
力する人」が同じ住民という立場で会員となっていただき、支
え・助け合う気持ちを大切に、和光市に優しいこころと元気を

日曜・祝日午後
※ご都合のつく日だけご参加ください。
・活動内容：来館者に体験用のよろいを着付けます

NO.１２

②

『むかしのくらし』解説ボアランティア
子どもたちに昔の道具や生活の様子、お手玉や
けん玉、メンコなどの遊び方を教えてください

・申し込み・お問い合わせ：埼玉県自然学習センター
〒364-0026

榎本様

・活動期間：４月～5 月・10 月～11 月

※学芸員が説明をします。

・申し込み方法：まずはお電話でお問い合わせください。その

※活動日までにご自身でボランティア活動保険へのご加入を

よろいをきようボランティア

整理など

・持ち物：ジャージ等動きやすい服装。エプロン。昼食をま

行田市郷土博物館では

ボランティアさんを募集しています
①

・活動内容：公園管理作業（月に２回程度。平日）
、イベントの

に帰る為のお手伝いをする施設です。

NO.１1

者宅から病院や公共機関への送迎、乗
降時リフト等の操作をしていただくだ

活動時間：午前中約 2 時間～3 時間

・申し込み・問い合わせ：担当

両を運転する仲間を募集しています。
・活動内容：福祉車両 (すべてオートマ車)にて、利



NO.８

関の利用が困難な高齢者や障がい者のための福祉車

ーの預かり、ベビー、障がい者の見守りのお手伝い。

環境ボランティア事務局

深谷 運転ボランティア募集

深谷市にお住まいで、通院等の際に一般の公共交通機

・活動内容：音楽コンサート開催のお手伝い。受付、ベビーカ

11 月から３月は、9 時

申し込み・問い合わせ

NO.７

・活動期間：平成３０年 2 月～３月「むかしのくら
し」展

開催期間中の市内小学校見学時

・活動内容：展示資料の解説・体験談を語る
・申込み・問い合わせ：行田市郷土博物館
TEL：048-554-5911

子猫の育成ボランティアを募集します！！

保護された子猫（おおよそ生後 2 週齢～4 週齢）の授乳や排せつ等の世話の経験のある方お願いします！
・活動内容：ご自宅で一時的に子猫をお預かりいただき、譲渡に適した状態まで育成していただくもので、成長後は保健所
子猫の育成ボランティアを募集します！！
にお戻しいただき、保健所から譲渡適性のある新たな飼い主へ譲渡いたします。

広げていきます。

・育成期間中に行っていただくこと：3～4 時間おきの授乳・排せつの補助・健康状態・体重の確認記録、ふれあい等

♡お互いに支え合う事業とするため、サービスを利用する人を

・育成期間：およそ 4 週間～8 週間となります。生後の日齢により前後しますが、生後 2 カ月程度（自力で固形フードを食べ

「利用会員」、サービスに協力する人を「協力会員」として事

る、体重 800g を超えるくらい)までを目安
・物資の提供：必要な物資（ミルク 1 缶、スポイト、ペットシーツ）は支給させていただきます。

前登録が必要です。
・年会費：500 円

そのほか、ケージ、ヒーター、体重計は貸出しいたします。※交通費、治療費、追加のミルクなどボランテ

・ご利用料金：1 時間 800 円（利用券でのお支払い）

ィアの方にご負担いただくものもありますのでご留意ください

・協力会員には、1 時間 500 円の地域通貨をお渡しします。
・問い合わせ：寄合どころ「たまりば」TEL：048-461-1776
又は、和光市社会福祉協議会・和光市ボランティアセンター
TEL：048-452-7606

・ボランティアの応募条件：越谷市内在住の成人で動物アレルギーのない方・子猫の飼育経験がある方
子猫の育成が可能な住居に住んでいる方・同居する家族全員の方・長期間及び頻繁に外出する
ことがない方・車で子猫の送迎や資材の運搬ができる方・定期的にご報告いただける方等。
・応募方法：郵送又は FAX でお申し込み：〒343-0023 越谷市東越谷十丁目 81 番地
越谷市保健所生活衛生課（環境衛生・薬事）TEL：048-973-7532 FAX：048-973-7536

【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

http://www.kenkatsu.or.jp
けんかつバラフェスタ

いきいきボランティア養成講座 団体紹介

平成 29 年５月 21 日（日）10:00～15:00
～

NPO 法人和光・緑と湧き水の会(和光市) 参加者募集！

入場無料・雨天決行（屋内開催）～

伊奈町の「バラまつり」開催に合わせて、
「けんかつ」でもイベントを開催い
たします。季節の花を楽しむ体験や展示のほか、ミニ新幹線やコンサート、
模擬店など内容は盛りだくさん！みなさまのご来場をおまちしています！

和光市は、武蔵野台
地末端の白子川や越戸川

●けんかつバラフェスタ ボランティア募集
活動日時：５月２０日(土)

斜面に、清洌な湧き水の

５月２１日(日)

ある緑地が残存していま
す。これらは都市化が進
む東京近郊において、自

１３：００～１６：００（前日準備）
９：００～１６：００（当日）

詳しくは活動支援担当までお問い合わせください！！

●『初心者も楽しめる バラ作り』受講者募集
日

時 :

平成２９年５月 21 日（日）１３：００～１４：３０

然に親しむ貴重な市民の

会

場 :

埼玉県県民活動総合センター２０９セミナー室

財産です。

講

師 :

加地

NPO 法人和光・緑と湧き水の会は、平成 10 年に発足し、平成 19 年には、

受 講 料 :

無料

NPO 法人となり身近な自然を知り、守り、活かす活動を続けています。市内

定

３ヶ所を主なフィールドとして、白子湧水群・斜面林の保全、樹林公園での

申込方法：

電話または来館(９：００～１７：１５)

森づくり、新倉ふれあいの森の保全・管理、及び身近な自然を活用した観察

問 合 せ :

埼玉県県民活動総合センター 活動支援担当

会などを行い貴重な自然を次の世代に引き継ぐために、市民と共に自然にふ

TEL：048-728-7116

れあう活動を行なっています。
和光市との協働事業として、26 年度には、和光市湧水環境調査を、またそ
れを基に 28 年度には、和光市自然環境マップの作成を行いました。
最近では自然環境への関心が高まるにしたがって、
「保全ボランティア」に
も関心が高まっています。夏休みなどの時期を中心に、市内の里山保全ボラ
ンティア体験などを実施し、地元の中学生などに、和光の自然を学び大切に
守る体験をしてもっています。小学校でも和光の自然の紹介などの授業を行
っています。
私たちは、一緒に活動してくれる仲間を募集しています。
年齢は問いません。自然と人とがふれあう活動に関心がある皆さん、ぜひと

員 :

典子(埼玉県 花と緑の振興センター

園芸相談員)

50 名(先着順)

ＦＡＸ：048-048-729-5091

いきいきボランティア養成講座を開催します！
『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…。』

そんな

あなたを対象に、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。講座終了後は、ボランティア登録制度によりボランティアを求めている団体
を紹介し、あなたが最初の一歩を踏み出せるようサポートします。
春日部会場

6 月 15 日（木）13:00～16:00

春日部市市民活動センター

越谷会場

6 月 19 日（月）13:00～16:00

越谷市市民活動支援センター

鴻巣会場

7月

鴻巣市市民活動センター

上尾会場

7 月 22 日（土）13:00～16:00

もご連絡ください。

●定員 25 人

連絡先：verdawako@gmail.com

●申込み・問い合わせ

7 日（金）13:00～16:00

●受講料：無料
公益財団法人いきいき埼玉

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

上尾市プラザ２２

活動支援担当

ＦＡＸ：048-048-729-5091

★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。
ニューシャトルに乗換内宿駅まで１駅。（約３分）。
※有料駐車場あり。１時間まで無料、１日上限４００円。
●ご案内
◆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
のでご利用ください。
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〒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

