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白岡市農業ボランティア №101
ボランティア受入農家募集
・農作業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。農業

吉川手話サークルさつき会

デイサービス「ぬくもりの館
ボランティア募集

№102

吉川手話サークルさつき会では、一緒に活動してくれるボランティ

№103

デイサービス「ぬくもりの館」では、レクリエーションのお

を体験してみたい、余暇を充実させたい、農作物の栽培技術を学びたい、

アの仲間を募集しています。

手伝いやご利用者の方のお話し相手をしてくださるボランテ

将来本格的に農業をやってみたいなど農業に興味のあるかたをお待ちし

手話ができなくても「伝えたい！」
「相手を知りたい！」その想いが

ィアを募集しています。

ております。また、人手不足を感じている、農産物をＰＲしたいなどボラ

あれば大丈夫！！

・活動内容：レクリエーションのお手伝い、利用者の方のお話

ンティアを受け入れることができる白岡市内の農家のかたも募集します。

・活動日時：毎週木曜日 19 時～21 時

・ 募集期間 ：随時受付しています。

・活動場所：吉川中央公民館

・ 応募資格 ：農業ボランティア ： 年齢１８歳以上７０歳未満のかた

・対 象：手話に興味のある小学 3 年生以上の方

受入農家 ： 白岡市内に住所を有する農業者のかた
・申込方法：作業期間・作業内容等の条件を記載した申請書を事務局（白

農政課 農政担当

13 ：00～14： 30
・活動場所：ぬくもりの館（飯能市落合２９０番地４）

・申込み、問い合わせ：吉川手話サークルさつき会
TEL：048-983-3413

・申込み、問い合わせ：特定非営利活動法人ぬくもり福祉会た

担当：宮川

んぽぽ デイサービスぬくもりの館

ウィンターイベント２０１６
～障害のある子どもたちと遊ぼう～
ボランティアさん募集！！

TEL：0480-92-1111 （内線 242・244）

介護老人保健施設ゆりの木

ウィンターイベント２０１６～障害のある子どもたちと遊ぼう～

№104

ボランティア募集

・活動日時：月～土曜日 10 ：00～11 ：00

（小学生は保護者同伴）

岡市農政課）までご提出ください。（郵送、ファックス可）
・申込み、問い合わせ：白岡市役所

相手

№105

ボランティアさんを募集します。

・活動内容：ご利用者様の外出の付き添い、車椅子移動の介助等

・日

時：１２月２６日（月）午前８時３０分集合

・活動場所：ゆりの木（入間市宮寺 3187-31）

・場

所：東松山市市民福祉センター（松本町 1-7-8）

・活動日時：その都度行なっております。興味のある方はご連絡くださ

・活動内容：障害のある子どもたちと一緒に、午前中はクラフト作り

い。

TEL：04-2934-5055
・定

桶川ケアセンターそよ風デイサービス
№107
ボランティア募集

FAX：042-972-9362

いきがい「りんりんの会」
№106
ボランティア仲間募集
いきがい「りんりんの会」は、彩の国いきがい大学伊奈学園
卒業生を主に、平成 19 年に結成しました。
施設訪問や小・中学校での福祉体験教室支援活動(車いす体験

や会場の飾りつけ、午後はクリスマス会を行います。難し

・申込み、問い合わせ 担当：渡辺・大野

TEL：042-972-9361

等)を実施し、車いすダンスや手話ダンスを披露しています。
現在 24 名が所属するボランティアグループです。
一緒に活動してみませんか？

いことはなにもありません。子どもたちが楽しく活動でき

・活動日時：毎月第 1、第 3 木曜日 13：30～15：30

るようサポートをしてください。

・活動場所：上尾市総合福祉センター

員：２０人（先着順）

・活動内容：車椅子ダンス・手話ダンス

・持 ち 物：持ち歩けるリュック、飲み物、昼食代５００円（実費）、
動きやすい服や靴

・対

象：車いすダンス・手話ダンスに興味のある方

・申込み、問い合わせ：

・活動内容：ご利用者のお客様と楽しく時間を過ごしてくださるボラン
・申込み、問合せ：東松山市社会福祉協議会

上尾市ボランティアセンター

TEL：048-773-7155

ティアさん、少人数歓迎したします。フラダンス、歌、詩
TEL：０４９３－２３－１２５１

またはボランティアビューロー TEL：048-776-1988

吟、大正琴、マジック、その他。まずはご見学にいらして

№108

みて下さい。職員と一緒に盛り上げて下さるボランティア

東埼玉病院 ボランティア募集

さんお待ちしております。
・活動場所：桶川ケアセンターそよ風デイサービス
（桶川市上日出谷 1245-2） ※パーキングあります
・申込み、問い合わせ：桶川ケアセンターそよ風デイサービス
TEL：048-789-3130

担当：栗原

特別養護老人ホームいずみ熊谷
№110
ボランティア募集
いずみ熊谷では、高齢者の見守りやレクリエーションのお手伝い、
施設整備に関わるボランティアを募集しています。 ただのボラン
ティアではなく、自己実現やコミュニティづくりにもつながる“い

・活動内容：患者さんのレクリエーション、ゲーム等の補助、制作活

・活動場所：国立病院機構 東埼玉病院（蓮田市黒浜 4147）

格などは一切問いません。都合のいい曜日や時間で OK。説明を

筋ジストロフィー病棟
※活動内容や活動日の詳細についてご興味のある方は、下記までお

させていただきますのでまずはご連絡ください。
・活動内容：川口・戸田・蕨周辺でのサポート

問い合わせください。

齋藤

てほしい…など、介護保険ではできないことをお手伝いしてい
ます。サポーターは、地域の元気な方であれば、年齢や経験、資

重症心身障害病棟

児童指導員

「安心おとどけ隊」では、お掃除や食事作りをしてほしい、病院
へ行きたいので付き添いがほしい、草むしりや簡単な修繕をし

動の補助、読書や傾聴の支援等

・申し込み、問い合わせ：東埼玉病院

困った時のお手伝い「安心おとどけ隊」
サポーター募集！！ №109

・申込み、問い合わせ：ひだまり＆志民アシスト事務局

療育指導室

（川口市西川口 5-2-1-106）

TEL：048-768-1161

【安心おとどけ隊】 TEL：048-250-5587

ずみ”のボランティア、ぜひお問い合わせください。
・活動内容
・生活見守りボランティア：ご利用高齢者の方とお話や折り紙など。
・施設整備ボランティア：施設周りの整備、周辺のゴミ拾いや雑草
取り、花壇の整備など
・イベントボランティア：敬老の日やお花見など、特別なイベント
の際の運営補助
・活動場所：特別養護老人ホームいずみ熊谷
（埼玉県熊谷市平戸 212-1）
・申し込み、問い合わせ：特別養護老人ホームいずみ熊谷
TEL：048-598-5470

行田市いきいき・元気サポーター募集！

№111

いきいき・元気サポート制度は、高齢者や障害者等の日常生活において支援を必要としている方に対し、
「いきいき・元気サポーター」とし
て登録された市民の方々が、見守りや生活援助、買い物支援などの支援を行う制度です。
・応募条件：行田市在住で、ボランティア活動に理解や意欲のある 20 歳以上の方
・活動内容：掃除、洗濯、買い物代行、外出の付添い、見守りなど

※活動日時は、支援を希望する方との調整の上、決定します。

・謝礼：1 時間の活動につき、500 円相当の行田商店共通商品券
・申込み方法：希望者は行田市高齢者福祉課及び行田市社会福祉協議会で配布している登録申請書に必要事項を記入し、同課または同協議
会に直接提出してください。
・申し込み、お問い合わせ：行田市高齢者福祉課

TEL：048-556-1111 行田市市社会福祉協議会 TEL：048-557-5400

http://www.kenkatsu.or.jp
ウィークエンドクラブ
簡単！星形フルーツケーキをつくります！

参加者受付中！
和紙ちぎり絵で達磨さんをつくります！

・日時：平成２８年１２月１１日（日）14:30～15:45
・日時：平成２９年１月８日（日）14:30～15:45
・場所：けんかつ料理研修室 ・費用：親子一組５００円
・場所：けんかつ２０９セミナー室 ・費用：無料
・人数：先着１２組（要予約） ・対象：幼児、児童
・人数：先着 30 名（予約不要）
・持ちもの：エプロン・三角巾・筆記用具ふきん２枚（手拭用、食器用） ・持ち物：はさみ、手ぬぐい
お申し込み：電話または来館にて
・申し込み、問い合わせ：活動支援担当
TEL:０４８－７２８－７１１６

けんかつ鉄道フェア
ボランティアスタッフ募集
2017
「けんかつ鉄道フェア２０１７」
のスタッフとして、運営のお手伝いを
していただけるボランティアを募集いたします。
・活動日時：前日準備 平成２９年２月１０日（金）１３時～１７時
当日運営 平成２９年２月１１日（土・祝日）９時～１６時
・活動場所：埼玉県県民活動総合センター（伊奈町）
・募集人数：若干名
・申込方法：申込書にご記入の上、来館、ＦＡＸ、メールでお申込みくだ
さい。※申込書は県活 HP からダウンロードできます。
・申込期限：１２月２７日（火）
・活動内容：会場案内・リーフレット配布、スタンプラリーの受付、ミニ
EＬ乗客の整理・誘導、駐輪場整理、設営の準備・後片付け
等
・申込み、問合せ：公益財団法人いきいき埼玉 経営企画担当
TEL:０４８－７２８－７１１７
ＦＡＸ：０４８－７２８－７１３０
メール：i-saitama@kenkatsu.or.jp
HP：http://www.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

成年後見制度学習会と個別相談の会
参加者募集！
成年後見制度は、認知症などで判断能力が不十分になった人を
援助する制度です。成年後見制度を必要とする方々が、この制
度を十分に活用し恩恵を受けられるよう、行政書士等の専門家
が制度をわかりやすく解説し個別相談を行います。
・日時 第１回 平成 29 年１月１4 日（土）13:30～16:30
第２回 平成 2９年２月１９日（日）13:30～16:30
・会場：埼玉県県民活動総合センター ３0２セミナー室
・定員：個別相談 各日１０組
※制度の概要説明はどなたでもご参加いただけます。
（先着５０名程度まで）
・費用：無料
・内容 (1)成年後見制度の概要説明（ビデオによる学習を含む）
(2)個別相談（希望者のみ 1 組 1 時間程度）
・申込み、問合せ：電話、来館、インターネットで
公益財団法人いきいき埼玉 活動支援担当
TEL:０４８－７２８－７１１６
HP：http://www.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

