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吉川市 買い物サポートボランティア募集
吉川市社会福祉協議会では、市内在住の車椅子を使
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用されている方の買い物に付き添い、カートを押したり、購入し

放課後デイサービス mirai
お手伝いボランティア募集

八潮市身体障害者福祉センターやすらぎ
ボランティア募集
八潮市身体障害者福祉センターやすらぎでは、施設を
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放課後デイサービス mirai では、小学 1
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利用されている身体に障害のある方への教室事業（革工芸、絵

年生から高校 3 年生の児童・生徒たちと一緒に、室内遊

た物を運ぶのをサポートしてくださる買い物サポートボランティ 手紙、ヨガ等）をサポートしていただけるボランティアの方を募

びや公園遊び、散歩等をしていただける方を募集していま

アを募集しています。詳細つきましてはお気軽にお問い合わせく 集しております。ご興味のある方は、どうぞお気軽にお問い合わ

す。

ださい。

・活動内容：小学 1 年生から高校 3 年生の児童・生徒たち

せ下さい。

・活動内容：買い物サポート、購入品の運搬

と一緒に、室内遊びや公園遊び、散歩等をし

（店舗と車まで、または車から家までの短い距離）
・活動日時：第 1 火曜日か木曜日（月１回程度）

・活動内容：教室の準備、補助、片付けなど

ます。土曜は昼食づくりもします。※動きや

・活動時間：主に火曜日

すい服装でおいでください。

13：00～15：30

・活動場所：吉川市内および近隣のスーパー等

年間 20 日程度の中で活動いただける日

・活動日時：月～金曜日

・募集対象：どなたでもご応募いただけます。

・活動場所：八潮市身体障害者福祉センターやすらぎ

土曜、祝日

（吉川市内在住の方が優先になります）

（八潮市鶴ヶ曽根 414－1）

※車の運転ができればなお助かります。

11：00～17：00（応相談）

・活動場所：放課後デイサービス mirai

・申し込み、問い合せ：八潮市身体障害者福祉センターやすらぎ

・申し込み・問い合わせ：吉川市社会福祉協議会

15：00～17：30

TEL：048-997-8553

（八潮市緑町２丁目１７−４）
・対

ボランティアセンター TEL：048-981-7559

象：どなたでもご応募いただけます。
（随時募集中）

・申し込み、お問い合わせ：放課後等デイサービス mirai
TEL、FAX：048-951-5560

毛呂山町花蓮育成ボランティア大募集！
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狭山市 折紙、絵手紙ボランティア募集

特別養護老人ホーム翔裕園
ボランティア募集

花はす広場（総合公園旧プール跡地）で、古代蓮を含む『花蓮』の

利用者の方に折紙、絵手紙の指導をしてくださる折紙ボランテ

育成しています。それに伴い、花はす広場で活動していただくボ

ィア、絵手紙ボランティアとして一緒に活動に参加してくださる
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方の生活をサポートしていただけるボランティアの方
１ ６
を募集しております。ご興味のある方は、どうぞお気軽
７

ランティアをしてくださる方を募集しています。

方を募集しています。

にお問い合わせ下さい。

・活動時期：通年（参加が可能な日でもかまいません）

・折紙ボランティア

・活動内容：食事の配膳、下膳、食器洗いなど

花蓮の育成に携わってみませんか？

狭山市社会福祉協議会では、市内高齢者施設で

・活動場所：総合公園花はす広場（毛呂山町大字大谷木 443）

活動内容：利用者への折り紙指導

・活動内容：花蓮の育成、園内清掃など

活動日時：月 1 回～、14：00～15：00

・応募対象：栽培・育成に興味がある方

活動場所：市内高齢者施設

・定員：20 人

※随時募集しています
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翔裕園では、施設を利用されている高齢者の

入浴後のドライヤー掛けと誘導など
押し花や絵手紙の作成など/
・活動時間：食事配膳

・絵手紙ボランティア

または

7：30～10：00
１７：30～20：00

・申込み、問い合わせ：毛呂山町観光協会事務局

活動内容：利用者への絵手紙指導

入浴関係

（毛呂山町役場 2 階産業振興課商工観光係内）

活動日時：月 1 回～、時間応相談

押し花、絵手紙など

活動場所：市内精神科病院

（月に１～２回程度）

TEL：049-295-2112（内線 214）.

※複数回参加してくださる方歓迎！

10：30～14：00

・活動場所：特別養護老人ホーム翔裕園

・申し込み、問い合わせ：狭山市社会福祉協議会
ボランティアセンター

9：00～12：00

（埼玉県鴻巣市上谷 687−1）

TEL：04-2954-0294

・申し込み、問い合せ：特別養護老人ホーム翔裕園
TEL：048-541-8585

社会福祉法人リバティ ボランティア募集
社会福祉法人リバティではボランティアの方々
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を随時募集中です。リバティハウスでは、皆さんに不安な
く、楽しく、有意義な活動を続けていただけるよう施設全体で
環境づくりに取り組んでいます。お年寄りが好きな方、ボラン
ティア活動に関心のある方、大歓迎です。特別な資格や経験は
必要ありません。どうぞお気軽にご応募ください 。
・活動日時：応相談

児童養護施設さんあい 学習ボランティア募集 熊谷生協病院 病院ボランティア募集
児童養護施設さんあいでは、施設の子どもたち

お散歩の付き添い、食事の配膳、下膳、後
片付け、行事、レクリエーションのお手伝
い、その他各種演奏、歌や踊り、演芸など
・活動場所：：社会福祉法人リバティ

リバティハウス

（さいたま市緑区松木 3-29-5）
・申し込み、お問い合せ：社会福祉法人リバティ
TEL：電話

048-875-3111

熊谷生協病院では、地域に開かれた病院と
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の学習をサポートして頂ける学習ボランティアの方を募集してお

して、より行き届いた患者サービスを提供できること

ります。

を目指しています。ボランテイアの方々に、病院に新鮮

・活動内容

な風を吹き込み、患者様の療養にかけがいのない役割

・小学生の学習：学力に合わせた学習及び復習のサポート

を果たしていただいております。

・中学生の学習：学力に合わせた学習及び復習のサポート
高校受験に向けての学習など

※ご都合の良い時で結構です。

・主な活動内容：・縫い物（衣類の修理など）
、お話し相手、
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・活動内容：来院された患者様のご案内・健診利用の方

・活動時間 ：平日

午後 18:45～19:45

のご案内、入院中の患者様のお話し相手、

：休日

応相談（45 分間位）

イベントのお手伝い、お花・植物の水替え

※詳細はお問い合わせください。
・募集人数：数名

等の環境整備、音楽コンサートやフラダ

随時募集中♪

・その他 ：駐車場有り、送迎無し、事前見学ＯＫです。
・活動場所：児童養護施設さんあい（埼玉県深谷市櫛挽 15-2）
・募集条件：男女不問。福祉や教育に興味のある学生の方で、子ど
もたちのプライバシーを守れる方。
・申し込み、問い合わせ：児童養護施設さんあい
TEL：048-585-0605

ンス

等

・活動場所：熊谷生協病院（埼玉県熊谷市上之 3854）
※活動日、活動時間等の詳細はお問い合わせくださ
い。
・申し込み、お問い合わせ：熊谷生協病院
TEL : 048-524-3841

http://www.kenkatsu.or.jp
いきいきボランティア養成講座 団体紹介
アニマルセラピーボランティア いずみ 参加者募集！

平成 29 年度いきいきボランティア養成講座のご案内

アニマルセラピーボランティア

地域の様々な活動の担い手となる、ボランティアが求められています｡で

いずみ（本庄市） 会長 鈴木 充

も、どんなボランティアがあるのかわからない。初めの一歩が踏み出せな
い…

愛犬と暮らしているとホット心

そんな方を対象に、ボランティアについて基礎知識を学び、団体の紹介や

が癒されることがあります。人間に

情報交換を行ういきいきボランティア養成講座を平成 29 年度も県内各地

とって愛犬とふれあうことは、心理

で開講します。

的、社会的､生理的に様々な効果が

分野を固定しないで、自分にあったボランティア、緑のサポーター、スポ

あります。アニマルセラピーボラン

ーツなど､特定分野のボランティア等の講座企画しています｡

ティア「いずみ」は、こんな愛犬が発揮する「癒しの効果」を活用するボランテ

開催地域や詳細は決定次第ご案内しますので下記問合せ先までお願いし

ィアグループです。活動を開始して今年で 15 年になります。

ます｡

本庄市を中心に埼玉県北部にある特別養護老人ホーム・児童養護施設・病院など
を対象に、トレーニングされた愛犬と一緒に施設に訪問し、主に動物介在活動（Ａ
ＡＡ）や動物介在教育（ＡＡＥ）を行っているっています。
また、セラピードッグ養成教室、家庭犬のしつけ方教室なども活動の一部です。
こうした活動に加えて、不登校の問題にセラピードッグの「癒しの力」が役に
立つのではとの思いから、こどもたちの社会復帰を応援する、「こどもサポート
教室」にも力を入れています。すでに数名のこどもたちが新しい一歩を踏み出し
ました。

・お問合せ：公益財団法人いきいき埼玉 活動支援担当
TEL：０４８－７２８－７１１６
※詳しくは決定次第下記ホームページなどでご案内します
HP：www.kenkatsu.or.jp

けんかつバラフェスタ ボランティア募集
今年も伊奈町の花である“バラ”をテーマに、大人も子どもも楽しめるイベン
ト「けんかつバラフェスタ」を行います。「けんかつバラフェスタ」のスタッ

「子供サポート教室」は毎月第二の土曜日に本庄市若泉公民館で開催していま
す。不登校でお悩みの親御さんは、是非、問合せ下さい。
私たちの活動を一緒に手伝ってくれる仲間を求めています。愛犬と一緒に活動
できる人はもちろん、できない人もそれぞれにあった活動があります。
活動に関心のある方はぜひともお問い合わせください。

フとして、運営のお手伝いをしていただけるボランティアを募集します。
ご来場いただくお客様の笑顔をパワーにして、一緒にフェスティバルを盛り上
げましょう！
・活動日時：５月２０日(土) １３：００～１６：００（前日準備）
５月２１日(日)

９：００～１６：００（当日）

・活動場所：埼玉県県民活動総合センター（伊奈町）
連絡先：アニマルセラピーボランティア いずみ 事務局
E-ｍail：animal.izumi＠gmail.com
または、本庄市社会福祉協議会ボランティアセンター

・申込方法：活動支援担当までご連絡ください。
・活動内容：前日会場準備、会場案内、リーフレット配布 イベントブース運
営の補助及び準備、片付け 等々
・申込み・問い合わせ：埼玉県県民活動総合センター活動支援担当
TEL：048-728-7116

★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

★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
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たマ
まス
っコ
ちッ
」ト
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電話：０４８－７２８－7146（10:00～16:00、月曜休み） FAX：０４８－７２９－５０９１
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