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所沢市立 まつば児童館
ボランティア募集
№90

八潮市災害ボランティア登録制度 登録者募集！ 第 35 回埼玉県東部地区高等学校駅伝競走大会
交通整理ボランティア募集！ №89
八潮市社会福祉協議会では災害時に災害ボランティア
№88
・活動日時：平成 28 年 12 月 17 日（土）

活動を行う意欲のある方を登録する「災害ボランティア登録制度」を設け

・活動内容：来館児童の遊びの補助と指導、行事等のお手伝い、壁

集合 8：30 解散 15：00

画の作成など

ることになりました。この制度は、大規模災害を想定しボランティア希望

・活動場所：平成国際大学（加須市水深立野 2000）

者を事前登録しておくことで、市内外の災害支援における迅速かつ円滑な

・募集人数：20 名(先着順) 募集期間：平成２８年１１月２５日（金）

支援活動っを可能にするものです。登録された方には大規模な災害が発生

※定員になり次第締切ります

した際など、ボランティア人員を要する際に協力依頼をさせていただきま

のある方

・活動内容：平時における災害ボランティア研修や訓練への参加
八潮市内外における被災地支援

・活動日時：月～土曜日

・持ち物：昼食と上履き、飲み物
・申し込み、問い合わせ：まつば児童館

・申込方法：氏名（ふりがな）、年齢、性別、住所、電話番号（連絡

など

9:00～17:30

※動きやすい服装でおこし下さい。

・活動内容：コース沿道の交通整理 ・応募条件：健康で駅伝に興味

す。登録をお待ちしております。

・対

・活動場所：所沢市立まつば児童館（所沢市上安松 952 番地の 2）

TEL：04-2995-0995

の取れる番号）をご記入のうえ、Ｅメールにて埼玉県立越谷西高

象：八潮市在住の 18 歳以上の健康な方

デイサービス紫水苑
ボランティア募集

等学校の竹林（たけばやし）宛に申込んでください。

（未成年者は保護者の同意が必要）

・申込み、問い合わせ先：埼玉県立越谷西高等学校

・申込み方法：希望者は直接八潮市社会福祉協議会へお越しください。

TEL：048-977-4155

・申し込み、お問い合わせ：八潮市社会福祉協議会

E-Mail：takebayashi.eiichi.d5@spec.ed.jp

TEL：048-995－3636

竹林

・活動内容：書道、手芸、フラワーアレンジメントの各活動におい
て、教えていただきながら一緒に行なっていただく。
・活動日時：月 1 回程度（１時間）

※申込・お問い合わせは、Ｅメールにてお願いいたします。

埼玉県立がんセンター外来ボランティア募集！
埼玉県立がんセンターでは、多くの外来ボランティアさんが

14:15～15:15 頃

・活動場所：デイサービス紫水苑（川口市大字石神 1560－1）

わいがや・ハラドキ・こどものまち
IN こども☆夢☆未来フェスティバル 2017
大人ボランティア募集！
№92

№91

№93

・募集対象：上記活動を教えていただける方
・持ち物：上履
・申し込み、問い合わせ：デイサービス紫水苑 担当 西

活躍しています。来院される患者さんへ様々なサポートを提供してお
「こども☆夢☆未来フェスティバル 2017」において、

TEL:048－294－8994

り、緊張や戸惑いを抱えて来院される患者さんやご家族にとって、とて
子どもスタッフ（小学生）が企画する「わいがや ハラドキ 子どもの
も心強い存在です。多くの方と喜び、やりがいを分かち合えるよう、ご
まち」でボランティアを募集します。子どもたちの声に寄り添いなが
一緒に取り組んでみませんか。
ら、遊びやお店などを一緒に作り上げていく「大人スタッフ」をやっ
てみませんか？

「はなぶさ友の会」は特別養護老人ホーム

・活動日時：フェスティバル当日（3 月 19 日）、前日準備、事前の企画会議「子

移動の介助ならびに待合室での介助、入口での乗降介助、
等

※子どものまち会議は事前に 6 回ありま

車イス利用時の手伝い、患者さんの荷物運び等
す。日時等、詳細はお問い合わせください。まずは 12 月 4 日の

・活動日時：月曜日～金曜日（祝日及び年末年始を除く）

な活動は「はなぶさ苑」にて洗濯物たたみを行っていただい
ています。
・活動内容：特別養護老人ホーム「はなぶさ苑」にて、洗濯物干しと

「子どものまち☆プレ会議」に来てみませんか？

午前

整理、高齢者の話し相手、野外活動（「ふれあい広場」

８：３０～１１：４５
・活動場所：埼玉県県民活動総合センター

午後

にてヨーヨー釣り・輪投げ・射的）など

１１：４５～１５：００
・応募条件：「子どものまち」にかかわってみたい人ならどなたでも

・活動場所：特別養護老人ホーム「はなぶさ苑」

・活動場所：埼玉県立がんセンター（埼玉県北足立郡伊奈町大字小室 780）
・申し込み方法：下記事務局までお電話またはメールにてお申し込み。

・活動時間：月曜～土曜の午前中のご都合の良い時間（2 時間程度）

・応募条件：定期的に活動できる方、健康な方、がんセンターまで通う
・申し込み、お問い合わせ：実行委員会事務局（NPO 法人彩の子ネットワーク）

ことのできる方、事前研修に参加できる方
TEL：048-770-5272

・申し込み、問い合わせ：熊谷市社会福祉協議会

FAX：048-770-5270

ボランティアセンター

・お問い合わせ：埼玉県立がんセンター 総務、職員担当
E-mail：office@sainoko.net

TEL

TEL：048-722-1111

埼玉県立歴史と民俗の博物館 博物館ボランティア募集！
埼玉県立歴史と民俗の博物館では、多くの県民の皆様に快適にご利用いただくとともに、より円滑な運営を促進するため、

展示解説ボランティア

藍染めハンカチ・江戸組紐・まが玉作り・

№95

（１２月５日（月）必着）。※希望者はいずれかの説明会に必ずご出席ください。

・場所：埼玉県立歴史と民俗の博物館

平成２８年１１月１９日（土）

・その他：交通費等の支給はありません。本登録後はボランティア保険に加入していただきます。費用は当館で負担します。
学習支援担当

相手となってもらいます。
・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をしてもらいます。
・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をしてもらいます

10:00～11:30

講堂（注：説明会前日までに下記の電話に申込み）

・お問い合わせ：埼玉県立歴史と民俗の博物館

・学習ボランティア：特定の子どもの専属ボランティアとなって、学習の補助や遊び

・活動期間：平成２９年４月１日から平成 30 年３月３１日まで

・申込み方法：ボランティア募集説明会にご参加の上、指定用紙（説明会にて配布）に必要事項を記入し、郵送、FAX、または直接持参にてお申込みください

13:30～15:00

校へ通っています。子ども達が日々の生活に豊かさを感じ、安心して生活が送

・活動内容

・応募条件：満１８歳以上の健康な方（高校生の方は保護者の承諾が必要）
、月２回以上活動できる方、事前に実施する養成講座に全て参加できる方

・日時：平成２８年１１月１６日（水）

№96

れるためにボランティアの力を必要としています。

展示解説ボランティア：２０人

・活動時間：9：00～１６：００（午前、午後のみも可）

児童養護施設おお里では保護者と一緒に暮らすことのできない

幼児から高校生までの子ども達が、家庭に替わって生活しながら幼稚園や学
着装体験などの補助。

入館者の方への展示の解説や案内。

・募集人数：体験学習ボランティア：３０人

048-525-8745

児童養護施設おお里 ボランティア募集

博物館ボランティアとして活動される方を募集しています。
・活動内容：体験学習ボランティア

№94

「はなぶさ苑」にて活動しているボランティア団体です。主

・活動内容：外来での総合案内、再来機利用の手伝い、患者さんの院内
どものまち会議」

はなぶさ友の会 ボランティア募集

TEL：０４８－６４５－８１７１ FAX：０４８－６４５－７３２１

・活動日時：平日

午後 3 時～午後 9 時の間の 2 から 3 時間

土曜日・日曜日 午前 9 時～午後 9 時の間の 2 から 3 時間
※「長期休み限定」などの短期ボランティアも募集中です
※できるだけ定期的にこられる方を希望しますが、日程や時間帯は随時相談に応じます

・申し込み、問い合わせ： 児童養護施設 おお里
ボランティア担当 TEL：048-536-5370

http://www.kenkatsu.or.jp
読み聞かせボランティア養成講座 参加者募集！
「ボランティアをしてみたいけど、どんな活動があるのかわからない…。」 そんな方を対象に、図書館や小学校などで子供たちに絵本の読み聞かせ
をするボランティアに参加してみませんか？
読み聞かせの基本的な知識や技術を体験するとともに、ボランティアとして活動するための心構えなどを学習します。初心者の方を対象に無理な
く楽しく学んでいきますので、是非ご参加ください。
・日時：１２月２日 （金曜） １３：００～１６：００※別途、図書館でのボランティア体験・見学を実施
・会場：県民活動総合センター 302 セミナー室・講師：児童奉仕ボランティアがらがらどん ・定員：３０人

・受講料：無料

・申し込み方法：お電話またはホームページにてお申し込みください。
・申し込み、問い合わせ：公益財団法人いきいき埼玉 活動支援担当 TEL：048-728-7116 （9：00～17：00）

いきいきボランティア養成講座 坂戸会場 参加者募集

幼児期に知っておきたい食育

参加者募集！

『ボランティアをしてみたい。でも、どんな活動があるのかわからな
い…。
』 そんなあなたを対象に、ボランティアの基礎知識を学び、地
域で活動する団体との情報交換を行います。講座終了後は、ボランテ
ィア登録制度によりボランティアを求めている団体を紹介し、あなた

幼児期は食習慣を決める第一歩となる大事な時期です。また、食のしつ
けも 8 歳ころまでにと言われています。
６つの「こ食」を意識して、家族団らんの大切さ、食育＝子どもの成
長がどう結び付くのかを楽しく学びます。

が最初の一歩を踏み出せるようサポートします。
・日時：１１月１１日、１８日、２５日 １３：００～１６：００

日時：平成 28 年 11 月２６日（土）10:３0～12:00
会場：埼玉県県民活動総合センター 210 セミナー室

（金曜）全３回
・会場：坂戸ワークプラザ（坂戸市石井２３２７-５）
・定員：３０ 人（地域活動やボランティア活動に興味をお持ちの方）

講師：芝池 美智子 NPO 食育インストラクター1 級
受講料：無料 定員：50 人（先着順）
対象：小学校低学年、8 歳くらいのまでのお子さんがいる親

・受講料：無料
・申し込み方法：住所、氏名、連絡先をお伝えください。
・申込み・問い合わせ：公益財団法人いきいき埼玉

活動支援担当

TEL：048-728-7116 FAX：048-729-5091
E-MAIL：katsudo-kouza@kenkatsu.or.jp

★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：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

申し込み・問い合わせ：公益財団法人いきいき埼玉 活動支援担当
TEL：048-728-7116 FAX：048-729-5091
E-MAIL：katsudo-kouza@kenkatsu.or.jp

★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

●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。
「埼
ニューシャトルに乗換内宿駅まで１駅。（約３分）。
さ玉
い県
※有料駐車場あり。１時間まで無料、１日上限４００円。
たマ
まス
●ご案内
っコ
ちッ
◆県民活動総合センターには研修施設にレストランや宿泊施設等もございます
」ト
のでご利用ください。

「埼
さ玉
い県
たマ
まス
っコ
ちッ
」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

