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あげおペット災害対策セミナー
あげおペット災害対策セミナー

№83

「学校図書館とボランティア」
講座参加者募集

～日頃の備えが肝心、今日からできるペット防災～
地震、風水害、その他の災害が起きた時、自分自身や家族の安全
確保が最優先ですが、同じ家族であるペットの安全確保についても、
普段から考え、備えておく必要があります。いざ揃えようと思っ
た時、何から準備すればよいでしょうか？一緒に「ペット災害対
策」を考えましょう。

●申込・
問合せ

●日

●申込・
問合せ

有償ボランティア募集！

① 介護施設での音楽活動のピアノ伴奏
主な活動場所：さいたま市内のデイサービスなど
② パソコンサロンのアシスタント
主な活動場所：鶴ヶ島市内の市民センターなど
のボランティアさんを募集しています。
有償でお願いいたしますので、ご興味のある方は、氏名・ふ
りがな・性別・連絡先を明記の上、メールのタイトルを「有償
ボランティア応募」としてメールでお問い合わせください。
詳細はホームページをごらんください。
●申込・ ＮＰＯ法人 Art Beat Heart

ボランティアさんを募集しています
高齢化と核家族化で遊休農地と耕作放棄地が増えている今、毛呂
山サポートセンターでは美しい田園風景を守るために田畑の耕耘と
除草作業に特化した農地管理サービスを通じて環境保全事業を行っ

●申込・
問合せ

ＮＰＯ法人毛呂山サポートセンター
農地管理サービス
担当：宮寺
ホームページ http://moroyamaorg.jimdo.com
TEL
０４９－２９４－２０４０

【当けいじばんに関する問合せ】

No.86

しゅ趣味を生かして、私たちと一緒に活動してみませんか？

No.84

ています。退職前後の方、生きがいづくりのためにも有償ボランテ
ィア方式で環境保全に役立つ地域活動に参加してみませんか？
坂戸市、日高市、毛呂山町、越生町、鳩山町で若干名を募集します。
詳細はホームページをごらんください。

２月１８日(木)
１３：３０～１５：３０(１３：００開場)
埼玉県立久喜図書館 視聴覚ホール
高桑 弥須子氏(市川市立第七中学校 学校司書)
学校図書館にかかわる方・関心のある方
無料
１３０人(申込先着順)
電話・ＦＡＸ・インターネットのいずれかでお申込
みください(①名前②電話番号・ＦＡＸ番号・お住ま
いの自治体名をお伝えください。)
埼玉県立久喜図書館 子ども読書支援センター
〒346-8506 埼玉県久喜市下早見８５－５
ＴＥＬ ０４８０－２１－２６５９
ＦＡＸ ０４８０－２１－９９１８
埼玉県立図書館ウェブサイト https://www.lib.pref.saitama.jp/

http://www.lib.pref.saitama.jp/

teama_dogcat@yahoo.co.jp

農地管理サービスの

時

●会 場
●講 師
●対 象
●参加費
●定 員
●申込方法

ペット同伴での参加はできません。
防災体験コーナ－(地震体験)は心臓の悪い人、妊娠
中の人、酒気帯びの人は利用できません。
彩の国動物愛護推進員「チーム上尾」
ＴＥＬ
０７０－１４７３－８０５５
E-mail

No.85

「こどもたちの読書環境をもっとよくしたい！」そんな思い
№
で学校図書館にかかわって活動されている方。学校図書館の役
割とは？学校司書って何をするの？学校とボランティア、それ
ぞれの立場でできることについて考えてみませんか。

●日 程
＜第１回＞２月２７日(土)１３：００～１６：３０(12:50 開場)
＊場所 上尾西消防署(複合施設内) 上尾市中分 1-232
＊内容 ～人とペットの安全確保～
地震体験、ワークショップ、講演「備えよう！家族とペット
を守るために」ほか
＜第２回＞３月１２日(土)１３：３０～１６：１５(13:15 開場)
＊場所 上尾市文化センター３０６号室 上尾市二ツ宮 750
＊内容 ～飼い主としての自助・共助～
講演「守れますか？被災地に学ぶ家族とペットの防災対策」
動物病院の先生に聞く「ペット防災と日頃の健康管理」ほか
●対 象
中学生以上
●定 員
各回３０名
●参加費
無料(事前申し込み要)
●その他

〒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：０４８－７２８－８１８１
(10:00～16:00､月曜休み)
Ｆ Ａ Ｘ：０４８－７２９－５０９１
E-mail:v-soudan@sai-saposen.on.arena.ne.jp

問合せ

ホームページ http://www.npo-art-beat-heart.com/
E-mail

artbeatheart@gmail.com

★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：５００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朗読テープの
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

公益財団法人いきいき埼玉

活動支援担当

てとてとて

電話０４８－７２８－７１１６

http://www.kenkatsu.or.jp

平成２8 年度

活動団体協働参加事業

参加団体募集のお知らせ

シネマランド＆ウィークエンドクラブ

公益財団法人いきいき埼玉では、活動団体の皆様が日頃の活
動の成果を生かして、講演会やセミナー、イベントなどの事業
を企画・運営する「活動団体協働参加事業」を実施します。
★会場の確保が難しい！予算もあまりない！
★外部講師謝金やチラシ印刷の予算が足りない！
★講座を開催するにあたり、広報・ＰＲに限界がある！
★申し込みの受け付けや連絡に思いのほか手間がかかる！

入場無料、事前申込みは不要でだれでも参加できます。
ぜひ遊びにきてください！
●２月１３日（土）けんかつ鉄道フェア開催日
●シネマランド
１０：３０～象のいない動物園
１３：３０～アリババと４０人の盗賊・金色の足あと・クマ
のプーさん イーヨの誕生日
●ウィークエンドクラブ ※有料、限定５０個
１０：００～ダンボール電車クラフト

こんな悩みをお持ちの活動団体の皆様！いきいき埼玉が一緒に
サポートします。この機会にぜひお申込みください。

●問合せ

所定の申請書・事業計画書に必要事項を記載し、
必要書類を添付して郵送又はＦＡＸで提出。
●申込期限 ３月１０日（木）
●申込・問合せ 活動支援担当 ０４８－７２８－７１１６
詳細は、ホームページ http://www.kenkatsu.or.jp またはチラシ
をごらんください。

活動支援担当

048-728-7116

●申込方法

けんかつ市民講師塾
あなたが今まで培ってきた知識や技能を活かしてボランティア
市民講師として地域活動に参加してみませんか？この講座では、
市民講師としての「役割と心構え」「コミュニケーションの基礎」
学習活動に携わる場合の「指導法」「学習法」「プログラムの立案」
などについて学びます。
●日 時
５月１５日(日)、２２日(日）、２９日(日)の３日間
各日１０：００～１５：００
●受講料
１，０００円 ●定 員
３０名(先着順)
●申込方法 電話、来館、インターネット(２/１～受付)
●申込・
生涯学習・地域連携担当 ０４８－７２８－７１１３
問合せ
http://www.kenkatsu.or.jp

ボランティア・ＮＰＯ体験講座
ボランティア団体、ＮＰＯ，地域の団体などさまざまな分野
で「活動の担い手」が求められています。
ボランティアへの期待も高まるなか、関心はあるけど初め
の一歩が踏み出せないという人も多いものです。
この講座では、講義と体験実習を通して、ボランティア活動
のきっかけづくりをしていきます。
●日 時
２月２１日(日)１３：３０～１６：００
＊上記日程以外に体験実習あり
●受講料
●定 員
●対 象
●内 容

●申込方法
●申込・問合せ

無料
３０人(申込先着順)
一般（高校生以上）
２月２１日(日) 野島正也氏(文教大学学長)に
よる講義、および別日程でボランティア体験
実習
電話または来館
活動支援担当 ０４８－７２８－７１１６

●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）。
さ
い
※有料駐車場あり。１時間まで無料、１日上限４００円。
た
ま
●ご案内
っ
◆館内のレストランをどうぞご利用ください。
ち
」
◆当センターには宿泊室がございます。講座等にご参加の際もご利用ください。

埼
玉
県
の
マ
ス
コ

ッ
ト

〒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：０４８－７２８－８１８１（10:00～16:00、月曜休み） FAX：０４８－７２９－５０９１
E-mail：v-soudan@sai-saposen.on.arena.ne.jp ＨＰ http://www.sai-sapo.jp/

至大宮

