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ボランティア募集！

№105

有償ボランティア（川口市）

〒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
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安心おとどけ隊サポーター募集

さいたま緑の森博物館（入間市）

コミュニティサロン「ひだまり」は、皆がホッとくつろげる
“民間の公民館”です。飲食・物販・イベントの他、「NPO 法人
志民アシストネットワーク」と連携し、ボランティア活動やよ
ろず相談などにも取り組み、「自己実現」「いきいき暮らす」
「社会貢献」のための活動をしています。

緑の森博物館では、新たにボランティアを募集いたします。
当館でのボランティア活動を希望する方のための全３回の講
習会（座学と野外実習）にご参加いただき、全講座終了後に正
式なボランティア登録ができる仕組みです。
詳細については、博物館までお問い合わせください。
みなさんのご参加お待ちしております！

志民アシストネットワークの「安心おとどけ隊」では、高齢
者や子育て中の方々の日常生活の困ったことのお手伝いをして
います。あなたの力を有償ボランティアとして地域に役立てて
みませんか！サポーター限定のイベントや割引など、特典があ
ります。特に男性大歓迎です。
●活動内容
●活動日時
●活動場所
●そ の 他
●問 合 せ

有償ボランティア（掃除、買い物、食事作り、草
むしり、病院付き添いなど）
ご自身の都合に合わせていつでも。１週間で１～
２時間程度でも構いません。
自転車で行ける程度の範囲でマッチングします。
資格等は必要ありません。詳細はお気軽にお問い
合わせください。
ＮＰＯ法人志民アシストネットワーク（川口市）
TEL ０４８－２５０－５５８７
E-mail anshin@shimin.jp
ＨＰ http://www.shimin.jp/anshin/

ひだまり市（バザー）開催
№106
リユース品を提供ください！（川口市）
毎回盛況の「ひだまり市」を４月２０日(月)１１時～１６時
まで開催します。お買い得のバザー品や手作り品の販売などを
行います。売り上げは、アジアの子ども達のために役立てま
す。
それに伴い、家では使わないけれど誰かに使ってほしいなと
思うような品物を募集しますので、ぜひご協力ください。今回
は特にアクセサリーや日用雑貨を重点的に集めますが、衣類も
ＯＫ！です。川口市内であれば取りにも行きますので、お電話
ください。
●募集期間
●収集場所
●問 合 せ

３月２３日（月）～４月１７日（金）の期間中、
月曜～金曜の１０時～１７時まで。
エコ工房ひだまり（川口市西川口 5-2-1-106）
コミュニティーサロンひだまり
TEL ０４８－２５３－６３０６
E-mail shop@hidamari-net.jp
ＨＰ http://www.hidamari-net.jp

★ボランティアけいじばんの記事募集！

●日

時

●場
●内

所
容

●対 象
●参加費
●申込み
●問合せ
申込先

～さいたま緑の森博物館とは～
狭山丘陵の一角に位置した、雑木林など自然そのものを
展示物に見立てたフィールドミュージアム（野外博物館）で
す。ここには、雑木林や湿地、田んぼなど、かつての武蔵野
の風景が残されています。

NPO 法人 浦和手をつなぐ親の会 しらはた作業所

１日イベントボランティア 募集

（協力）朗読ボランティアグループ

【当けいじばんに関する問合せ】

●日
●場
●内

時
所
容

●応募条件
●人 数
●その他

●問合せ

４月１８日（土）９時～１５時
しらはた作業所（さいたま市南区白幡 5-11-15）
交通整理、模擬店調理補助・販売、会場設営、着ぐ
るみ着用など。（途中休憩あり、交代制）
年齢、性別は問いませんが、体力に自信のある方。
１５人
交通費は自己負担です。駐車場はありませんので公
共交通機関をご利用ください。ボランティア保険加
入費は当方が負担します。当日は、焼きそばと飲み
物の引換券をお渡しします。
ＮＰＯ法人 浦和手をつなぐ親の会 しらはた作業所
TEL ０４８－８６４－１４００（吉川）

てとてとて

公益財団法人いきいき埼玉

№108

私たちは、地元の企業より依頼を受けた作業を行いながら、
障がいをもつ方の就労へ向けたサポートはもちろん、一人ひと
りのニーズに寄りそい、彩りのある生活を目指して活動してい
ます。
今回、障がいの有無にかかわらず地域住民と共に安心して楽
しめるイベントとして毎年開催している「ハナミズキ祭」のお
手伝いを募集します。一緒に楽しみながらお手伝いをしていた
だけると嬉しいです。興味のある方、ご連絡ください！

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。

４月２６日、５月１７日、６月１４日の全３回
（いずれも日曜日）各回１０時～１５時
さいたま緑の森博物館（入間市宮寺８８９―１）
みどり森『ボランティア養成講座』
狭山丘陵の歴史や緑の森博物館の概要、里山の管理
方法などについて座学と野外実習を実施予定です。
※ボランティア登録のためには全 3 回の受講が必須です。
中学生以上
３００円（全３回の保険代）
３月２６日（木）から当館ウェブサイトまたは電話
にて受付いたします。
さいたま緑の森博物館（入間市）
TEL ０４－２９３４－４３９６
ＨＰ http://saitama-midorinomori.jp/

活動支援担当

電話０４８－７２８－７１１６

http://www.kenkatsu.or.jp
ハラハラ☆ドキドキ♥
コブリナサーカスショー
小さなお子様も楽しめる「サーカスレストラン」を舞台に、
アクロバットや軟体芸、ジャグリングやローラーバランスなど
のコミカルで目が離せないハラハラドキドキのメニューをぜひ
ご家族で楽しんでください！お子さまのアクロバット体験コー
ナーもあるよ。
●日

時

●料

金

●定 員
●問合せ

５月６日（水・祝）
午前の部：１１時開演（１０時３０分開場）
午後の部：１３時３０分開演（１３時開場）
前売り券：大 人 １，０００円
子ども（３歳～小学生）８００円
※当日券は各種１００円増
※２歳以下のお子様の膝上での鑑賞は無料です
２００名
生涯学習・地域連携担当 048-728-7113

はじめてのＷｏｒｄと
Ｅｘｃｅｌ ２０１３ 初級
●日 時
●受講料
●定 員
●問合せ

５月１６日、２３日 土曜日全２回１０時～１６時
１１，５００円 (教材費込)
３０人（簡単な文字入力・マウス操作ができる方）
生涯学習・地域連携担当 048-728-7113

シニアのためのパソコン入門(第１回)
●日

時

●受講料
●定 員
●問合せ

５月１９日～７月２１ 火曜日全１０回
１３時１５分～１６時１５分
１９，０００円 (別途教材費１，４０４円)
３０人（概ね６０歳以上の方）
生涯学習・地域連携担当 048-728-7113

けんかつバラフェスタ
５月１６日（土）１０時～１６時
伊奈町の花である“バラ”をテーマに大人も子どもも楽し
めるイベントを行います。入場無料、雨天決行です。ぜひご
家族みんなで来場ください！
★フラワーアレンジメント体験
★県民活動団体による作品展示
★切り花（バラ）販売
★コバトンのぬりえコーナー
★わくわく大道芸
★フリーマーケット
★野菜や産直品の販売

コ
バ
ト
ン

※体験コーナーは一部有料のものがあります。内容は予告なく変更にな
ることがあります。詳しくは下記までお問い合わせください。

●問合せ

活動支援担当

048-728-7116

シネマランド＆ウィークエンドクラブ
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！当日は、「けんかつバラまつり」と
共催で、１日楽しめるイベントになっています。
日 時：５月１６日（土）１０：００～１６：００
●シネマランド（１０：３０～／１３：３０）
ジャンケンマン、猫の事務所、転失気、ファイナルファンタ
ジー第１巻（風の章、炎の章）、北極の大自然
●ウィークエンドクラブ
コマの絵付け体験（有料）、おたのしみ工作
絵手紙とメッセージホルダーづくり
●問合せ 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）。
※有料駐車場あり。１時間まで無料、１日上限４００円。
●ご案内
◆館内のレストラン及びコンビニエンスストアをどうぞご利用ください。
◆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
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〒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

