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小川町

No.80

交通安全隊員募集
交通事故のない安全・安心な小川町を目指して「交
通安全隊」の隊員を募集します！
●内容：・小中学校通学路における立哨指導
・全国交通安全運動での広報活動
・七夕まつり・和紙マラソン・商工祭等の
各種行事での交通警備活動
●資格：特に必要なし、所定の研修を受講後活動
●待遇：制服・装備品などを貸与
●問合せ：小川町役場 防災地域支援課
TEL : 0493-72-1221

熊谷市

No.83
おおあそう

志木市

No.81

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
■TEL：０４８－７２８－７１４６
(10:00～16:00､月曜休み)
■FAX：０４８－７２９－５０９１
■E-mail : info@sai-saposen.on.arena.ne.jp

三芳町

No.82

ボランティア「船頭」募集

福祉まつりボランティア募集

●内容：「いろは親水公園」を流れる新河岸川の和
舟で遊覧する「いろはの渡し」の船頭さ
ん募集
●日時：イベント…年数回(日程未定)
練習…原則毎月第 3 土曜日 午前中
※練習の他、舟運の歴史や市の観光に関
する知識・接客・危機管理等を学習
●場所：いろは親水公園（同市中宗岡）新河岸川
●資格：18 歳～80 歳の志木が好きで明るく元気
な方（性別、経験問わず）
●問合せ：志木市観光協会事務局（産業観光課内）
TEL : 048-473-1111（内線 2164）

●内容：・アンパンマンなどの着ぐるみ隊
・お年寄りや障害のある方の付き添い
・バザー／模擬店の販売お手伝い
・おそうじ隊
・内容はおまかせ！ボランティア
●日時：11 月 25 日（日）9 時～1５時
※午前・午後のみの方も大歓迎！
●場所：藤久保小学校校庭
●条件：高校生以上、ボランティア活動保険への加
入（350 円）
●問合せ：三芳町社会福祉協議会
TEL : 049-258-0122

加須市

No.84

羽生市

No.85

荒川大麻生公園
エコ・パークボランティア募集

キッズアートプロジェクト
ボランティア募集

藍のまち羽生さわやかマラソン大会
ボランティア募集

●内容：人と自然にやさしい広場づくり、カワラナ
デシコをはじめとした希少な植物の保
全、野鳥の森の育成など
●日時：・11 月 10 日（土）10 時集合
カワラナデシコを育む環境整備
・12 月 15 日（土）10 時集合
火入れの準備
●場所：荒川大麻生公園 自由広場
●問合せ：（公財）埼玉県生態系保護協会／総務
TEL : 048-645-0570

●内容：「キッズアートプロジェクト」の当日、各
ブースの手伝いや、案内係、来場者のサポ
ートなど
●日時：11 月 23 日（金曜・祝日）
9 時～16 時（予定）
●場所：加須市大利根文化・学習センター「アスタ
ホール」
●問合せ：NPO 法人うりんこくらぶ
TEL : 080-3085-2491 （片野）
※他に大豆収穫のお手伝いいただける方も募集して
います

●内容：会場案内、給水所でランナーが飲むための
水を用意する給水係、ゴール後チップを回
収しスポーツドリンクの配布をするゴール
係などの選手サポート
●日時：2019 年３月１０日（日）
6 時 30 分～13 時頃
●場所：羽生中央公園陸上競技場
●問合せ：藍のまち羽生さわやかマラソン大会事務
局（羽生市体育館内）
TEL : 048-563-0150

草加市

No.86

カーボランティア募集
●内容：障がい児・者の通院やリハビリなどのた
め、社会福祉協議会の車で送迎をする
ボランティア
●条件：運転手登録（運転免許証を持参）をされ
た方
●場所：市内各施設
●問合せ：草加市社会福祉協議会ボランティア
センター
TEL : 048-932-6772

富士見市

No.89

ミニ鉄道運転会
ボランティアメンバー募集
●内容：「むさし野緑地公園」の 1 周 120 メート
ルのレールで定期的な大型鉄道模型（実
物の約 1/12）の運転会を行うボランテ
ィア
●日時：11 月 11 日・25 日（日）、12 月 9 日
（日）10 時～12 時・13 時～14 時
（雨天中止）
●場所：むさし野緑地公園
(東武東上線鶴瀬駅徒歩 5 分)
●問合せ：富士見市ミニ鉄道クラブ
TEL : 049-252-4644 （代表前田）
※10 歳以上で鉄道模型に興味のある方な
らどなたでもお待ちしています！

伊奈町

No.87

東松山市

No.88
ことぶき

レクリエーションお手伝い
ボランティア募集

ひがしまつやま 寿 苑
ボランティア募集

●内容：デイサービスセンター「こむろん家」で職
員さん主導のもと行っているレクリエー
ション（簡単な小物づくり）のお手伝い
●日時：毎月第 3 木曜日 10 時～11 時
●場所：デイサービスセンター「こむろん家」
伊奈町小室 10145-1
●問合せ：伊奈町社会福祉協議会ボランティア
センター
TEL : 048-722-9990

●内容：小規模多機能グループホーム「ひがしまつ
やま寿苑」の利用者様のお話し相手
●日時：16 時～17 時
※毎日受け入れ可能
●場所：東松山市柏崎 628-1
ひがしまつやま
寿苑
●問合せ：東松山市社会福祉協議会
TEL:0493-23-1251

埼玉県

No.90

彩の国動物愛護推進員募集
動物の愛護や正しい飼い方に関する知識の普及啓発
のボランティアを募集します！
●内容：①動物の愛護と適正な飼養・管理の重要性
についての啓発活動
②繁殖制限措置に関する助言や譲渡仲介の
支援など
③動物の愛護と適正飼養を推進するため県
が行う施策への協力
④その他、動物の愛護と適正な飼養の推進
のため県が必要と認めること
●募集期間：9 月 3 日（月）～11 月 30 日（金）
●申込/問合せ：埼玉県保健医療部 生活衛生課
総務・動物指導担当
TEL：048-830-3612

さいたま市

No.91

外国人案内ボランティア
はじめませんか？
●内容：国際スポーツ大会や街中で外国人観光客な
どに案内を行うボランティアの育成講座で
す
●会場：ソニックシティビル（さいたま市）
※上記会場以外に、東松山、川越などあり
●日時：12 月 12 日（水）・19 日（水）
10 時～16 時
●条件：①埼玉県に在住、在勤、在学の方
②16 歳（高校生）以上の方（外国語能力
は問いません）
③研修（2 日間）に参加できる方
●参加費：無料
●申込/問合せ：埼玉県国際交流協会
TEL：048-833-2992
http://www.sia1.jp/

羽生市

伊奈町

第 3 回ボランティアまつり
ボランティア相談会

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

●内容：羽生市で行われているボランティア活動を紹介、活動
発表、実演、体験を通してボランティア活動を始めるき
っかけを作り、相談会を行います
●日時：12 月 16 日（日）10 時～1５時 30 分
●場所：ワークヒルズ羽生（羽生市大字下羽生 1014 番地 1）
●問合せ：羽生市社会福祉協議会
TEL : 048-561-1121（羽生市役所内）内線 544
※お気軽にお越しください！

●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、ゆるキャラ着ぐるみパフォーマンス・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、設営の準備・後片付け）
●日時：前日 1１月 17 日（土）13 時～17 時
当日 1１月 18 日（日）9 時～16 時
※一日だけでも参加できます
●場所：埼玉県県民活動総合センター
●問合せ：（公財）いきいき埼玉 活動支援担当
TEL：048-728-7116

こども食堂フォーラム
～広げよう！こどもの居場所～

こども食堂をはじめ、様々な形でこどもの居場所づくりに取り組む団体と、取組への支援に関心ある企業・個人が地域でつながるため、
埼玉県内のこどもの居場所が一堂に会する「こども食堂フォーラム」を開催します！たくさんの皆様のお越しをお待ちしています。
日

程

平成 30 年 11 月 26 日（月）12 時 30 分～17 時まで

場

所

大宮ソニックシティ

地下 1 階第 1 展示場

 ブース出展：こども食堂、無料塾、プレーパークなどの紹介、ボランティア相談など
 ミニ講演会：テーマ「こどもの居場所をつくろう」
「地域ネットワークづくりの実践」
「今知りたい！クラウドファンディングの仕組みと活用術」（入場無料！ 事前申し込み優先）・事例発表
 寄付コーナー：フードドライブ（※余った食品回収）
コバトン古本募金（※本、ＣＤ、ＤＶＤ、切手、はがきによる寄付）
※ いずれもお引き受けには条件があります。お問い合わせください。

お問合せ：埼玉県福祉部少子政策課子育て環境整備担当
電話番号 048-830-3322

（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■
―――― かぞケアラーサポートの会

「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

（加須市）――――

――――――――――――――――――――――

「独り介護は禁止！」
「かぞケアラーサポートの会」は 2017 年に発足。現在会員 25 名で高齢者やさまざまな障
碍の方の介護をひとりで担っている方や、認知症の方を家族に抱える人たちのお話を聞くサ
ロンを開催しています。介護について互いに知恵を出し合い、今後に備える学習会も行ってい
ます。
介護者の方に、世間話でも、趣味自慢でも、愚痴でも、お茶を飲みながら話して、えがおで帰
ってもらいたい、そんな思いで活動しています。一緒に活動いただける方、サロンでお待ちし
ております。
※市民プラザかぞにて介護者サポートのためのカフェ“＠えがお De 介護者サロン”を開いて
ます。毎月第２・４水曜日 １３：３０～１５：３０
≪年 2 回、学修会も行っています≫

【問合せ先】代表 石井喜久子
TEL： 0480-62-2668

いきいきボランティア養成講座

女性のためのプチ起業のはじめ方セミナー

ボランティアの基礎的な知識を学ぶとともに、地元で活動する団体を紹介
することで、あなたの活動への第一歩お手伝いします。

プチ起業に興味がある、いつかプチ起業したいと思っている女性の
ための講座です。プチ起業にまつわる疑問を解消し、はじめの一歩
を踏み出してみませんか？

朝霞会場
 日 時：１１月４日（日） １０：００～１２：００
 場 所：朝霞市産業文化センター
 講 師：元かわぐち市民パートナーステーション所長

 日
鷲巣敏行氏

 参加費：無料
定 員：4０人
 対 象：一般（高校生以上）

日 時：１１月２９日（木） 1３：３０～１６：００
会 場：北本市文化センタ－ 第３会議室
講 師：文教大学 人間科学部准教授 二宮雅也氏
参加費：無料
定 員：３０人
対 象：一般（高校生以上）
北本ﾄﾏﾄｲﾒｰｼﾞｷｬﾗｸﾀｰ
とまちゃん

彩の国市民活動サポートセンター

発 行：

E-mail： info@sai-saposen.on.arena.ne.jp
Ｈ
Ｐ： http://www.sai-sapo.jp/

209 セミナー室

※保育サービス有（2 才～6 才までの未就学児、事前申し込み必要）

北本会場







 時
 定
 費

程：1１月２８日(水)
埼玉県県民活動総合センター
間：10：00～1２：00
員：20 人（申込順）
用：無料

 講 師：森尚子氏 事例発表：滝沢いと氏
 対象者：起業に興味がある女性・起業を検討中の女性

・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）

■ボランティアけいじばんの記事募集！
■ボランティアけいじばんの録音資料(DAISY)の
締め切りは毎月 12 日です。発行部数：1５００部 貸し出しを行っています。
配布先：県内社会福祉協議会、県内公立図書館、
(協力)朗読ボランティアグループ てとてとて
県内市民活動サポートセンター等

