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ラグビーワールドカップ 2019™
日本大会公式ボランティア募集

介護予防ボランティア
「つるフィット」募集

花のボランティア
「フラワーフレンズ」募集

アジアで初めて開催されるラグビーワールドカップ
で「大会の顔」として活躍できる貴重なチャンスです。

地域の皆さんの健康づくりのお手伝いがしたい！
げんきあふれる地域づくりに貢献したい！自分も健
康づくりをしたい！という方大歓迎！

花の産地鴻巣市で、市民の皆さんとの協働による「花
を生かしたまちづくり」のボランティアメンバーを募集

●内容：試合会場での運営補助、駅などでの観客の誘
導・案内、ファンゾーンでの来場者サービス等
●対象：・2019 年 3 月 31 日時点で 18 歳以上
※未成年者は保護者の同意書が必要
・原則 3 日以上参加可能
(埼玉県・熊谷市の場合)
・インタビュー(面接)、ボランティア研修
に参加可能等
その他の要件は公式ウェブサイトよりご確認ください
●募集期間：7 月 18 日（水）am11：59 まで
●応募方法：大会公式ウェブサイトから申し込み
URL:
https://www.rugbyworldcup.com/volunteers
●問合せ：ボランティアプログラムコールセンター
TEL:03-4405-6225
（10 時～18 時土日祝除く）

さいたま市岩槻区

幸手市

さいたま市立岩槻児童センター
ボランティア募集

幸手市立図書館の子育てサロン「なでしこサロン」の
メンバー募集。
●内容：絵本の読み聞かせ、手遊び、おしゃべり
※家庭教育アドバイザーによる子育て相談も
お受けしています
●日時：毎月第３木曜日 10 時 30 分～
●場所：幸手市立図書館本館 2 階 視聴覚室
●問合せ：幸手市立図書館
TEL : 0480-42-0169

No.３２

チチブ アフタースクール・スタディ
学習支援員募集
秩父市の学校に通学する小学校 4 年生から中学 3 年生
の希望者の自主学習を「夜勉先生」として支援する方を
募集！
●内容：小・中学生の自主学習（家庭学習、宿題、学
習内容の補充等）の質問に答える
●場所：原谷公民館（秩父市大野原 2991）
影森公民館（秩父市下影森 184）
※希望する場所を選べます
●日時：講座開講中、支援が可能な日
18 時 30 分～20 時（原則として 1 時間
30 分）実施日はお問い合わせください
●問合せ：秩父市教育委員会教育研究所
TEL : 0494-22-2446

新座市
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なでしこサロン
ボランティア募集

秩父市

●内容：自治会や市民センターなどの身近な地域
で、重りを使った「つるゴン元気体操」
の指導・サポート（つるゴン元気体操と
は、体力や体調に合わせて調整した重り
をつけたバンドを手首や足首に巻き、６
種類の動作をゆっくり行う運動）
●条件：「介護予防ボランティア講座」全 9 回の
うち 7 回以上受講した方に認定証交付
7 月 19 日・26 日、8 月 2 日・9 日・
16 日・30 日、9 月 6 日・13 日・20
日の各木曜日
13 時 30 分～15 時 30 分
●問合せ：鶴ヶ島市高齢者福祉課地域包括ケア推進担
当 TEL : 049-271-1111

●内容：①プラネタリウム上映・天体観測などの
補助
②小中高生の学習支援
③夏休み期間中のセンター活動の体験ボ
ランティア（おもちゃの貸し出しと館内
清掃等）
④トランポリン指導
●日時：①日曜日 14 時 30 分～20 時
②長期休み期間中 15 時～18 時
③7・8 月 12 時～18 時
④第 1 日曜日 13 時～16 時
●問合せ：さいたま市立岩槻児童センター
TEL：048-757-4545

本庄市
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第 5 回はにぽんとラジオ体操
ボランティア募集
本庄市のマスコットキャラクター「はにぽん」と
一緒に早朝のラジオ体操を通じて楽しくふれあうイ
ベントのボランティアです。
●内容： 期間中の運営サポート（参加カードへの
押印等）
●日時：7 月 23 日（月）～8 月 3 日（金）
6 時 30 分～6 時 45 分
●場所：本庄市若泉運動公園内多目的グランド
●問合せ：本庄市武道館
TEL 0495-24-7181

戸田市

No.36

No.35

運転ボランティア募集
日常的に車いすを使用している方の外出支援を行っ
ている「運転ボランティアグループ」のメンバー募集。
●内容：リフト付き乗用車の運転。
利用者の自宅から市内病院などへ外出支援。
操作・講習有
●対象：新座市民（健康で運転免許をお持ちの方）
●問合せ：新座市社会福祉協議会ボランティアセンター
TEL : 048-480-5705

GREEN PARK マラソン
ボランティア募集
●内容：受付、給水所、折り返し地点でのランナー
の誘導など
●場所：彩湖・道満グリーンパーク
●日時：17 月 28 日（土）、19 月 29 日（土）
12 月 22 日（土）
●問合せ：GREEN PARK マラソン
※下記 URL からご応募ください
https://greenpark-fes.jp/volunteer/
♪交通費支給・ドリンクや軽食・活動証明発行あり

●内容：市が指定した公共花壇（鴻巣市役所、鴻巣駅
等）の植栽、雑草除去、花がらつみ等
●場所：市内公共花壇等
●日時：活動カレンダーによる
●問合せ：鴻巣市観光戦略課
TEL : 048-541-1321

皆野町

No.31

第 50 回秩父音頭まつり
ボランティア募集
今回半世紀を迎えた秩父音頭まつりに「着物の似合う
まちづくり事業」として、眠っている浴衣・着物等を提
供いただきまち歩きを行います。その着付けと会場の接
待ボランティアを募集！
●内容：①着物の着付けボランティア
②来賓接待ボランティア
（祭り会場で来賓の接待）
●日時：８月 14（火）時間は①と②によって異なる
●問合せ：第 50 回秩父音頭まつり実行委員会
（皆野町商工会内）
TEL : 0494-62-1311
※詳しくはお気軽にお問い合わせください

鴻巣市
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’18 彩の国実業団駅伝
第 59 回東日本実業団対抗駅伝競走大会
ボランティアスタッフ募集
トップランナーがさいたま市から深谷市まで埼玉県
を縦断するコースで競う「彩の国実業団駅伝（東日本実
業団駅伝）」の運営をお手伝いただくボランティアを募
集しています。
●内容：コース沿道の人員整理・交通誘導等 100 名
●日時：11 月 3 日（土・祝）
7 時 30 分～12 時
（場所によって異なります）
●場所：鴻巣市内（一部さいたま市内、熊谷市内）のコ
ース沿道
●条件：15 歳以上の方（中学生は不可）
事前説明会に参加できること
●募集期限：8 月 13 日（月）
＊応募多数の場合は期限前に締め切ることが
あります
●説明会：10 月 14 日（日）15 時～
（鴻巣市立総合体育館会議室）
●申込方法：所定の申込書に記入し、下記 FAX 番号まで
送信してください
※申込書は「埼玉県スポーツボランティア」のホームペ
ージからダウンロードできます
●支給物品：スタッフジャンパー
交通費（一律 1,000 円）
●申込/問合せ：埼玉県県民生活部スポーツ振興課
TEL：048-830-6953（吉葉）
FAX：048-830-4967
＊ボランティア協力者決定後、8 月 24 日（金）まで
に県スポーツ振興課から連絡します

上尾市

川口市
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美育ボランティア With you
『Flower for your life』を合言葉に老人ホームへの訪問や、“花を生
けて楽しむ体験会”などの活動をしています。興味のある方一緒に活動
してみませんか？
●内容：老人ホームへの訪問、体験会・市内で行われる各種イベン
トへの参加など
●日時：7 月 23 日 上平オレンジカフェ
8 月 23 日 夏ボラ体験会（椋の木）
（老人ホームへの訪問は２ヶ月に１度程度）
※都合の良い日を選んで活動いただけます
●問合せ：美育ボランティア With you
栁内 TEL : 090-6182-4130
※お気軽にご連絡ください

No.38

介護老人福祉施設 川口しあわせの里
ボランティア募集
●内容：①車いすの清掃
②ご入居者様のお話相手や、折り紙・塗り絵・書道などのレク
リエーションを一緒に行う
●日時：①毎週もしくは隔週
月・水・木・金のうち 1 日 10 時～12 時
②平日、日曜、祝祭日 10 時～12 時もしくは 14 時～16 時
●場所：川口市安行領根岸 3763 番地
●持ち物：筆記用具、室内靴、エプロン（動きやすい服装）
●問合せ：社会福祉法人健寿会
介護老人福祉施設川口しあわせの里（担当：山内）
TEL 048-283-3003

（公財）いきいき埼玉からのお知らせ
――――――――――――――――――――――

■ボランティア実践団体のご紹介■
―――― 上尾スズムシの会

「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

（上尾市）――――

――――――――――――――――――――――

虫の声を聴く文化は平安時代からの日本独自の文化。日本三大和歌集に鈴虫の和歌があります。
「秋の夜の 明くるも知らず なく虫は わがごと物や かなしかるらむ」古今和歌集（藤原敏行朝臣 作） 鈴虫の鳴き声もまた風流なものです。
市内の鈴虫飼育愛好家の無料頒布会から、平成 22 年 8 月、「上尾スズムシの会」は生まれました。
頒布が好評だったこともあり、
『鈴虫のまち上尾』をスローガンに掲げ、夏の夜、上尾の市内全域で鈴虫の音色が聞こえるようにと活動を続け、既に
８年になっています。

平成 29 年無料頒布会の様子（富士見小学校において）

鈴虫が鳴くのはオスだけということは、よく知られていますが、鈴虫の世界も人間の世界
も似たり寄ったりなこともあるようで、オスに対してメスの数を少なくしておくと・・・競う
ようによく鳴きます。孵化の時期を上手にコントロールすれば、夏から秋へと長い期間音色を
楽しむこともできます。また、単なる飼育だけでなく、健全な交配のため他の市町村の愛好団
体と連携して鈴虫の交換も行っています。
私たちの会の活動は、年に２回の勉強会と、８月に市内２か所で行う無料頒布会。
今年の頒布会は次の 2 回です。
★８月１５日（日）
１8 時～10 時
上尾市立富士見小学校 体育館横
★８月１９日（日）
10 時～14 時
上尾駅西口前ショーサンプラザ１階
「上尾スズムシの会」では、飼育・繁殖の活動や公的設置容器餌交換の活動で、ご協力いた
だけるボランティアの方々を求めています。鈴虫飼育歴 30 年を超える代表をはじめ、メンバ
ー一同、活動に関心のある方のご連絡をお待ちしております。
【問合せ先】代表 渡邉 幸久
TEL 090-2178-0626

こども食堂に行ってみよう！～あなたもできるボランティア～
埼玉県のこども食堂の現状や知識・心構えを学びます。こども食堂をお手伝いす
るボランティアに挑戦してみませんか？
 日 時：７月１７日（火）13 時 30 分～16 時
（別途、ボランティア体験実習を予定）
 会 場：埼玉県県民活動総合センター 210 セミナー室
(伊奈町内宿台６－２６）
 講 師：埼玉県こども食堂ネットワーク 事務局長
さいたま子ども食堂 代表 本間 香
 受講料：無料
 定 員：30 人

シニア共助担い手塾
元気なシニアの皆さんに共助の担い手となるお手伝いを体験します。
 日程・場所：１９月１５日（水）埼玉県県民活動総合センター（伊奈町）
１９月１１日（火）和光市文化センター（和光市）
１９月１２日（水）ウエスタ川越（川越市）
１９月１８日（火）熊谷市めぬま農業研修センター（熊谷市）
１９月２０日（木）国立女性教育会館（嵐山町）
１０月１０日（水）ふれあいキューブ（春日部市）
 時 間：10 時～15 時
 料 金：無料
 定 員：60 人

・電話、来館又はインターネットにて
公益財団法人いきいき埼玉 活動支援担当
・TEL：048-728-7116（9:00～17:15）
・FAX：048-729-5091 （http://www.kenkatsu.or.jp）

彩の国市民活動サポートセンター

発 行：
〒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 ＡＸ：０４８－７２９－５０９１
E-mail : info@sai-saposen.on.arena.ne.jp
ＨＰ http://www.sai-sapo.jp/

NPO 法人 税務・会計相談会
税理士による無料の個別相談会
 会

場：７月 13 日（金）埼玉県県民活動総合センター
（２階、彩の国市民活動サポートセンター）
 時 間：10 時～16 時
 定 員：7 団体（1 団体 30 分）
事前予約／先着順
 問合せ：彩の国市民活動サポートセンター
NPO 相談コーナー（受付 10 時～16 時）
TEL：048-728-7146
FAX：048-729-5091
<E-mail> info@sai-saposen.on.arena.ne.jp

「けんかつ夏祭り」ボランティア募集






内 容：子ども向け体験コーナー・縁日等の運営補助
日 程：平成３０年８月１８日（土）
時 間：9 時～16 時 30 分
場 所：埼玉県県民活動総合センター（伊奈町）
申込方法：電話又は来館にて
７月 31 日（火）までに申込
 申込・問合せ：048-728-7113
（生涯学習・地域連携担当）

■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

