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No.１７８

第 32 回ベジタブルマラソン in 彩湖
ボランティアスタッフ募集
●内容：参加賞配布所、完走賞発行所、手荷物預
かり所、給水所、スタート/ゴール給水所
にて、大会をお手伝い
●日時：5 月 26 日（土）
●場所：彩湖・道満グリーンパーク特設広場
●問合せ：ベジタブルマラソン事務局
TEL：048-501-2993
※大会開催日の１ヶ月前までにご
連絡ください
URL：
http://www.v-marathon.com/

熊谷市

No.１８１

熊谷市

No.１７９

移送サービス
運転ボランティア募集

歓喜院やこの地域が好きな方！興味を持って学
び、人に伝えたい方を募集します

運転ボランティアとして一緒に活動しませんか？
【移送サービス】とは、障害等により単独で公共
交通機関等を利用して移動することが困難な方
を移送する有償の福祉サービスです。

●内容：県内初の国宝の建造物、妻沼聖天山本殿
「歓喜院聖天堂」や日本公許女医第一号
の「荻野吟子記念館」、「能護寺」等のガ
イド 、出前講座等
●日時：10 時から 15 時まで
朝 10 時から案内を開始し、その後は 1
時間毎の案内です。
●場所：妻沼聖天山本殿や境内、荻野吟子記念館
他
●問合せ：めぬま観光ボランティア「阿うんの会」
TEL : 048-589-4740

川越市

No.１８２

あらかわ市民環境サポーター
募集

スポーツイベント主催者の要請に応じて、ボラン
ティア登録をしている個人及び団体の方々をボ
ランティアとして紹介する制度

あらかわ市民環境（三つ又沼）サポーターって？
荒川の貴重な自然である三つ又沼ビオトープを大
切に思い、共に守り育てる人

●内容：熊谷市の各種スポーツイベントにおいて
活躍していただけるボランティア登録者
を募集
●対象：15 歳以上(中学生を除く)の市内在住、在
学、在勤の方及び、市内に本拠地を置く
団体の構成員
●登録方法：
「熊谷市スポーツボランティアバンク
登録申込書」を事務局に提出

●内容：小中学校の生徒がビオトープの保全活動
する際のサポートや安全管理、日常的に見
回りと報告、保全環境のサブリーダー等
●日時：月に数回
●場所：上尾市、川越市、川島町の境の荒川河川
敷にある三つ又沼ビオトープ
●問合せ：あらかわ市民環境サポーター事務局
（荒川上流河川事務所 河川環境課内）
TEL：049-220-0145
URL:http://www.ktr.mlit.go.jp/arajo/arajo_i
ndex030.html

ロードできます

●問合せ：熊谷市総合政策部スポーツ観光課
TEL：048-524-1760（直通）
FAX：048-525-9335

嵐山町

No.１８４

国立女性教育会館
ボランティア募集
～会館でのボランティア活動を通して男女共同参
画社会の実現に力を貸して下さる方、参画推進に
興味のある方～男性や学生の方も大歓迎！
●内容：学習支援（日本文化の紹介、会館施設見
学案内等）
、環境整備（本館ロビーを季節
ごとに飾りつけ、花壇の整備・手入れ等）
情報（新聞、会報類の整理、図書の配架）
お好きな活動を選べます！
●日時：活動グループによって異なる
新規ボランティア登録会開催：5/9 (水)、
9/11(火) 13：15 にいらして下さい。日
程が都合の悪い方でも登録希望は随時受
付けしますのでお電話下さい
●場所：比企郡嵐山町菅谷 728
●問合せ：国立女性教育会館事業課
TEL：0493-62-6724

【当けいじばんに関する問合せ】

No.１８０

めぬま観光ガイド
ボランティア募集「阿うんの会」

熊谷市スポーツボランティアバンク
登録者募集

※登録申込書は熊谷市ホームページよりダウン

入間市

さいたま市西区

No.１８５

埼玉福祉事業協会 杉の子学園
イベントボランティア募集
埼玉福祉事業協会フェスティバル♪
●内容： 会場設営等の前日準備して頂ける方。当
日の模擬店の販売又は、障がい者と一緒
に買い物等お祭りを楽しむお手伝いをし
て頂ける方。昼食、交通費支給。
●日時：① 4 月 28 日（土）9:00～17:00
② 4 月 29 日（日）8:00～17:00
＊時間は応相談
●場所：さいたま市西区塚本町１－９４－１
●問合せ：埼玉福祉事業協会 杉の子学園
TEL : 048-625-5100（宮原）
＊活動日までにご自身でボランティア保険にご加
入をお願いします。
（社協で加入）

公益財団法人いきいき埼玉

活動支援担当

●対象：①入間市内在住で概ね 40～70 歳の方
②普通自動車免許（1 種又 2 種）取得過
去 2 年以内に効力が失効されていない
③運転歴 10 年以上
④市民活動センターで行う説明会に参加
（日程はお問い合わせ下さい）
⑤2 日間の講習会に参加できる方
①～⑤上記要件を満たす方
●日時： ９時～17 時（土日祝日年末年始を除く）
ご協力いただける日時で活動可
●問合せ：入間市ボランティアセンター
TEL：04-2964-0486

越谷市

No.１８３

越谷市災害ボランティア登録者募集
●内容：・大規模な災害が発生した際に災害ボラ
ンティアセンターの設置や運営、現場で
の活動
・平時から災害ボランティアに関する研
修に参加し、災害に関する意識を高める
●対象：登録しようとする年度の 4 月 1 日現在で
15 歳以上の方（市外の方でも登録可）
※未成年の場合は、保護者の同意が必要
※登録した個人情報のうち必要な事項について
は関係機関に提供されますのでご了承ください

●登録方法：本人が直接、越谷市社会福祉協議会
地域福祉課ボランティアセンター担当へ
（電話不可）

●場所：越谷市越ケ谷 4-1-1 中央市民会館 2 階
●問合せ：越谷市社会福祉協議会 ボランティアセ
ンターTEL：048-966-3211
URL：http://www.koshigayasyakyo.com

伊奈町

No.１８６

児童奉仕ボランティアがらがらどん
～子供たちに絵本の読み聞かせやおはなしを語る
ボランティア活動を一緒にする仲間を募集します
～
●内容：伊奈町町立図書館や学校でおはなし会を
おこなう
●日時：毎週水曜日 13:30～15:30（定例会）
毎週土曜日 14:00～14:30（おはなし
会）他
●場所：伊奈町立図書館
●問合せ：
「がらがらどん」
TEL : 048-723-0853
（斉藤）

電話０４８－７２８－７１１６

http://www.kenkatsu.or.j p
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。

――行田観光ボランティア会（行田市）――
古代蓮の里、さきたま古墳群、戦国時代「のぼうの城」の舞台と
なった忍城や近世の親藩・譜代の城下町、日本遺産認定の足袋蔵な
ど、行田はみどころがいっぱいの街です。昨年は、テレビドラマ陸
王の舞台にもなり、陸王のロケ地をたどる方も多く訪れるようにな
りました。
私たち行田観光ボランティア会は、平
成９年６月に行田市主催の養成講座の修
了生が中心になって、平成 10 年 4 月から
活動をはじめました。
普段の活動は観光案内所を通じた予約
制による市内の観光案内、古代蓮の開花
期間中の土、日、祝日を中心に午前中３
時間、交代で公園内に常駐して蓮のガイ
ド、その他行政・団体等からの依頼によ
るガイドも行っています。
【問合せ先】
行田観光ボランティア会
TEL：048-559-0683

市外、県外から行田の街を訪ねてくださる皆さんをおもてなしし
て、もっともっと行田のことを知ってもらいたい、ネットやガイド
ブックでは得られない、ガイドならではの情報も話しながら、「行
田に来てよかった！」と満足してもらえるよう努力しています。
現在約 30 名の会員が活動していますが、一緒に活動する仲間を
求めています。
これまでの活動のなかで、ガイド養成
のノウハウは十分にあります。養成講座
は、マニュアルによる座学と現地での説
明会、お客様のガイド時に先輩会員につ
いて案内の仕方を学習するなどを経て、
ガイドデビューしてゆくので、初心者で
も心配はいりません。歴史のことが好き
な人は大歓迎ですが、人と触れ合い、お
もてなしできる人が一番です。
行田の歴史を一緒に学んでボランティ
アをしてみませんか？
会長

清水威男

NPO 法人のみなさまへ定款変更はお済みですか？
英語の歌やおはなし、工作と盛りだくさんの「えいごであそぼっ！」
毎回、絵本の登場人物になって絵本のシーンを再現する楽しい講座です。
おとうさん、おかあさんもぜひ、一緒にご参加ください。ボランティ
アとしてお手伝いしてくださるかたも募集していますので、ご相談く
ださい。
 日
時：各回 10 時～11 時 30 分

平成３０年１０月１日から貸借対照表の公告が必要になります。
現在の定款で、「公告の方法」を「第○条 この法人の公告
は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。」
と定めている法人が、定款の変更を行わない場合には、貸借対照表

① ５月 06 日（日）

も『掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。』ことにな

② ６月 24 日（日）

ります。

③ ７月 29 日（日）
④ ８月 19 日（日）

■現行の定款に定める公告方法を変更する場合には、貸借対照表の

⑤ ９月 16 日（日）

公告を開始する前に定款変更をする必要があります。

 受講対象：4 歳くらい～小学校低学年 20 名とその親（先着順）
 費

定款を変更するためには、社員総会での議決が必要です。

用：各回 200 円程度

 申込み＆ボランティア問合せ：

詳しくは、法人を担当する県の地域振興センター（市役所が担当す

公益財団法人いきいき埼玉 活動支援担当

る場合を除く）または埼玉県 県民生活部 共助社会づくり課

☎048-728-7116

☎048-830-2823 にご相談ください。

★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/

