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さいたま市内（一部越谷市）

No.71

第３回さいたま国際マラソン
ボランティア募集

さいたま市内

No.72

一般社団法人アシストまれびと
～障害のある方への
支援ボランティア募集～

●内 容：ランナー受付、完走メダル配布、ランナ
ーの給水・給食、コース（沿道）の整理、
●内容：①通所・通学の送迎（平日朝・午後）
距離表示 等
②自立生活にむけた支援（買い物、調理、
●日 時：11 月 10 日（金）
、12 日（日）
泊まり、朝の支度）
※時間は担当により異なります
③外出（通所やレジャー等）の支援（特に
●場 所：さいたまスーパーアリーナを発着とする
土日にできる方）
さいたま市内（一部越谷市）のコース
●条 件：15 歳以上で事前説明会（10 月下旬、詳 ●場所：主にさいたま市内
●申込/問合せ：一般社団法人アシストまれびと
細要問合せ）に参加できる方
（さいたま市南区根岸 5-2-19-101）
●締 切：定員（6,000 名）に達し次第締め切り
●その他：記念品（スタッフウェア等）とクオカー
TEL：090-7206-0002（岡安）
ド 500 円分支給。傷害保険適用。
Email：marebitopengin@yahoo.co.jp
●申込/問合せ：埼玉県県民生活部スポーツ振興課
普及指導担当 市川
TEL：048-830-6953
No.73

川島町 他

No.74

熊谷市

さいたま市大宮区

観光ボランティアガイド養成講座
受講生募集
●内 容：観光ボランティアガイドとしての基本的
な知識やマナー、大宮の観光スポットな
どについて座学と現地体験を通して学ぶ
●日 時：①１１月６日（月）座学
②
９日（木）体験実習（氷川神社）
③
10 日（金）体験実習（大宮公園）
各日 10:00～12:00
●場 所：①大宮区役所 １階多目的室
（大宮区大門町 3-1）
●受講料：無料
●定 員：30 人
●締 切：10 月 25 日（水）
●申込方法：ガイド会ＨＰをご確認ください
（http://gaido999.jimdo.com/）
●問合せ：大宮観光ボランティアガイド会
TEL：090-3592-8447（河田）
No.75

川口市

障がい者との温泉旅行サポート
ボランティア募集

児童養護施設おお里
ボランティア＆ホームステイ先 募集

埼玉県立川口特別支援学校
ボランティア講座 受講生募集

●内容：障がいがある方たちの一泊二日の温泉旅行
の同行サポート
●日時：10 月 19 日（木）8:30 集合
20 日（金）18:15 解散
●場所：山梨県石和温泉郷
※集合・解散場所は下記法人事業所です
●旅費：無料
●申込/問合せ：ワーク＆ライクのびっこ 旅行係
（比企郡川島町下八ツ林 871-5）
TEL：049-297-7405
Email：nobi-mail@image.ocn.ne.jp

●内容：①学習ボランティア…特定の子どもの専属
ボランティアとして学習の補助や遊び
相手になる
②生活ボランティア…日常生活の中で食
事や入浴等のお手伝い
③行事ボランティア…納涼祭や開園記念
行事等の園内行事のお手伝い
④ホームステイ…週末や休日などを利用
して自宅で子どもたちと一緒に普通の
生活を送る
●場所：児童養護施設おお里
（熊谷市中恩田 289）
●申込/問合せ：おお里ボランティア担当まで
TEL：048-536-5370

●内容：特別支援教育におけるボランティアについ
て、講義や体験実習を通じて学ぶ
●日時：①10 月 21 日（土）13:00～16:30
…学校概要紹介、校内見学、講義
②11 月 18 日（土）9:00～15:30
…文化祭でのボランティア体験
③10 月 23 日（月）～２月 28 日（水）
の期間中３～４日程度
…授業・校外行事でのボランティア体験
●場所：埼玉県立川口特別支援学校
（川口市大字赤井 1234）
●対象：大学生、専門学校生、川口市民の方
●締切：10 月 13 日（金）
●申込/問合せ：埼玉県立川口特別支援学校
支援部 ボランティア担当
TEL：048-283-4111

No.76

鴻巣市

No.77

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

特別養護老人ホーム 翔 裕園
ボランティア募集

容：映画に場面や人物の動き、情景などを
言葉で説明する「音声ガイド」をつけ
るボランティアの入門講座
●日
時：10 月 4 日、11 日、18 日、25 日
11 月 1 日 全５回 いずれも水曜日
各日 13:00～16:00
●場
所：鴻巣市市民活動センター
（鴻巣市本町 1-2-1 エルミこうのす
アネックス３階）
●講
師：檀 鼓太郎 氏
●受 講 料 ：2,000 円
●定
員：20 人（先着順）
●申込期間：9 月 1 日（金）～９月 25 日（月）
●申込/問合せ：鴻巣市社会福祉協議会
TEL：048-597-2100
（月～金 9:00～17:00）

【当けいじばんに関する問合せ】

伊奈町
しょうゆうえん

映画音声ガイド
ボランティア入門講座
●内

鴻巣市

●内容：① 食事の配膳、下膳、食器洗いなど
② 入浴後のドライヤー掛けと誘導など
③ 押し花や絵手紙の作成など
●日時：月に１～２回程度
① 食事配膳 7:30～10:00 または
17:30～20:00
② 入浴関係 9:00～12:00
③ 押し花、絵手紙など 10:30～14:00
しょうゆう えん

●場所：特別養護老人ホーム 翔 裕園
（鴻巣市上谷 687−1）
しょうゆう えん

●申込/問合せ：特別養護老人ホーム 翔 裕園
TEL：048-541-8585

公益財団法人いきいき埼玉

●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、着ぐるみを着てパフォー
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、駐
輪場整理・来場者の整理誘導、設営の準備・
後片付け、館内表示や装飾品の作成）
●日時：前日 10 月 21 日（土）13:00～17:00
当日 10 月 22 日（日）9:00～16:00
※その他、館内表示作成等の事前準備は活
動日を打ち合わせの上実施予定
※一日だけの参加でも構いません
●場所：埼玉県県民活動総合センター
（伊奈町内宿台 6-26）
●申込/問合せ：（公財）いきいき埼玉 活動支援担当
TEL：048-728-7116

活動支援担当

電話０４８－７２８－７１１６

http://www.kenkatsu.or.jp
～ボランティア実践団体のご紹介～
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。

「ＮＰＯ法人冒険あそび場ネットワーク草加」（http://m-asobiba.ciao.jp/）
近年、急速な開発によって、子どもたちが自由に使える広場であった空き地が姿を消し、子ども本来の自発
的な遊びの場がなくなってしまいました。そこで、私たち「冒険あそび場ネットワーク草加」は平成１４年４
月、草加市に「冒険あそび場」をつくることを目的に発足しました。そこでは、
「自分の責任で自由にあそぶ」
をモットーに、子どもたちは、危険なことも含めて、自分のやりたいことに自分の責任で挑戦していきます。
子どもと対等な関係に立つ、プレーリーダーという役割の大人が子どもの遊びをサポートし、地域住民が運
営します。
「冒険あそび場」をとおして地域で子どもを育てるという関係が再生され、子どもが様々な価値観
を持った大人に出会える場ともなっています。
私たちは、子どもたちが豊かに、いきいきと育っていくことを願って、活動をすすめます。

いきいきボランティア養成講座
「お話し相手ボランティア入門講座」
「高齢者の方を支えるようなボランティアができ
ないかな…」
そんな方を対象に、介護施設等でのボランティア
活動に参加するきっかけとなるよう、傾聴ボランテ
ィアとしての基本的な考え方や知識を学ぶととも
に、活動の心構えについて学習します。
●日 時：11 月 7 日、14 日、21 日
13:30～15:30 火曜全 3 回
※21 日は 16:00 終了
※別途、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）
●受講料：無料（定員 30 人）
●申込/問合せ：活動支援担当
TEL：048-728-7116

Ｎ Ｐ Ｏ 基 礎 講 座

「国際交流ボランティア入門講座」

スッキリからだリフレッシュ体操
体 験 講 座

普段使わない筋肉や関節を、動かし！伸ばし！広
「近所に住む外国人の方が増えたけど、どんなふ
げる！血管や細胞の若返りを実践します。
うに接したらいいのかな…」
そんな方を対象に、地域に住む外国人の方に日本
語を教えたり、交流会を開催する等のボランティア ●日 時：10 月 3 日（火）、17 日（火）
に参加してみませんか？
10:00～11:45（2 日間）
●会 場：埼玉県県民活動総合センター
●日 時：11 月 9 日（木）13:30～16:00

（伊奈町内宿台 6-26）
※別途、各ボランティアグループでのボ ●講 師：スッキリからだリフレッシュ体操スタジ
ランティア体験・見学を実施
オ/Clear Body Refresh 体操指導員
●会 場：埼玉県県民活動総合センター
利根川 永司 ほか
（伊奈町内宿台 6-26）

●受講料：2 日間で 1,000 円

●受講料：無料（定員 30 人）

●定 員：30 人

●申込/問合せ：活動支援担当

●申込/問合せ：活動支援担当

TEL：048-728-7116

心も!からだも!笑顔もはずむ
おやこたいそう 元気プロジェクト

TEL：048-728-7116

「彩の国いきいきフェスティバル」
ハロウィンの仮装で来場して、
みんなで盛り上げよう！

NPO 法人の自立的運営と会計・税務の基礎から
トランポリン・平均台・跳び箱・バランスボール
活動計算書の作成までを学びます。NPO 法人に携
お子さんからシニアまで楽しめる企画がいっぱ
わる方や市民活動団体関係者、NPO 活動に関心の で楽しみながら身体機能を鍛えよう！
い！ハロウィンコンサートやハロウィンイルミネ
ある方など、どなたでもご参加いただけます。
●日 時： ① 9 月 28 日（木）10:00～11:00 ーション、仮装イベントもあります。お友達同士や
家族でハロウィンの仮装をして来場すると、いいこ
●日 時：11 月 9 日（木）
・15 日（水）
② 9 月 30 日（土）10:00～11:00
とがあるかも♪詳細はちらし（9 月下旬配布予定）
●会 場：埼玉県県民活動総合センター
各日とも 13:30～16:30
やけんかつ HP をチェック！
（伊奈町内宿台 6-26）
●会 場：埼玉県県民活動総合センター
●対 象：０歳～小学生と保護者（※詳細要問合せ） ●日 時：10 月 22 日（日）10:00～15:00
（伊奈町内宿台 6-26）
※入場無料、雨天決行（屋内開催）
●受講料：おひとり 500 円（2 歳未満無料）
●受講料：1,000 円（定員 40 人）
●会 場：埼玉県県民活動総合センター
●定 員：30 人
●申込/問合せ：活動支援担当
（伊奈町内宿台 6-26）
●申込/問合せ：活動支援担当
●問合せ：活動支援担当
TEL：048-728-7116
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

★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

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
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/

