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「彩の国動物愛護推進員」
を公募します！
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介護の仕事に就きたいとお考えの方へ

埼玉県立職業能力開発センター
介護サービス科 入校生募集！

埼玉県では、動物の愛護及び管理に関する法律第３８条の規
定に基づき、動物の愛護や正しい飼い方に関する知識情報等の
普及啓発にボランティアとして積極的・自主的にご協力をいた
だく「彩の国動物愛護推進員」を募集します。
●募集期間
●活動内容

●申込方法

●問合せ

埼玉県立職業能力開発センターは、県立の職業訓練校です。
当訓練科では、介護の現場で働く上で必要な知識・技術や考え
方のプロセスを学び、介護職員初任者研修課程修了証明書の取
得を目指します。

平成２７年１１月３０日（月）まで
(1)動物の愛護と適正な飼養・管理の重要性について
地域住民の理解を深めるための啓発活動
(2)地域住民の求めに応じた、繁殖制限措置に関する
助言や譲渡仲介の支援など
(3)動物の愛護と適正飼養を推進するため県が行う
施策への協力
(4)その他、動物の愛護と適正な飼養の推進のため県
が必要と認めること
埼玉県ホームページ（http://www.pref.saitama.lg.jp/
a0706/doubutu/aigosuishininkoubo2.html）または各保健所
（さいたま市・川越市及び越谷市を除く）、埼玉県動
物指導センターの窓口に設置する募集要領をご覧く
ださい。
埼玉県 保健医療部 生活衛生課 総務・動物指導担当
TEL ０４８－８３０－３６１２
E-mail a3600-02@pref.saitama.lg.jp

仲間とボランティア！男性も活躍中！

音声訳ボランティア養成講座

●訓練期間
●内 容

●対 象
●定 員
●受講料
●応募方法

●受付期間
●選考方法
●特 色
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『音声訳ボランティア』は、視覚障がい者のために広報や本
を読む活動です。本講座では、発声や技法など講師が基礎から
分かりやすくお教えします。

●その他

●対

象

●申込・
問合せ

●日

程

音声訳ボランティアに関心があり、講習会修了後、
ボランティアグループ「声のグループいずみ」に加
入し活動できるかた

回

内 容

日

第1回

ボランティアについて知る
音声訳について学ぶ①

11/10(火)9:30～正午

第2回

音声訳について学ぶ②

11/17(火)10:00～正午

第3回

聞いてわかりやすい読みかたを学ぶ①

11/24(火)10:00～正午

第4回

聞いてわかりやすい読みかたを学ぶ②

12/ 1(火)10:00～正午

第5回

聞いてわかりやすい読みかたを学ぶ③

12/ 8(火)10:00～正午

第6回

文章を読んでみる
修了式

12/15(火)10:00～正午

●講 師
●会 場
●受講料
●定 員
●申込方法
●申込・
問合せ

【主催】社会福祉法人蓮田市社会福祉協議会 【共催】蓮田市声のｸﾞﾙｰﾌﾟいずみ

平成２８年１月８日（金）～同年３月１８日（金）
介護保険制度、医療の基礎知識、介護技術に関する
基礎知識、身体の保清・食事・排泄の援助、車椅子
の介助等の実技を学びます。また、特別養護老人ホ
ームなど介護施設での施設実習（校外実習として 8
日間）を行います。
求職中の方（年齢不問）
２０人（面接試験あり・下記参照）
無料（テキスト約 6,000 円と諸経費の自己負担あり）
①入校願書はお住まいの管轄の公共職業安定所（ハ
ローワーク）で受け取るか、埼玉県ホームページ
から検索して印刷。
②お住まいの管轄の公共職業安定所（ハローワーク）
で入校願書に受付印をもらった後、職業能力開発
センター介護サービス科へ郵送（簡易書留）もし
くは持参してください。
１０月２８日（水）～１１月１７日（火）※必着
面接試験 ※１１月２０日（金）実施
県立の機関で設備・講師が充実しており、介護の仕
事に必要な知識や技術がしっかり学べます。就職率
は平成２６年度実績で９０％です。定員２０人の少
人数クラスのため楽しく学べます。
修了時に「介護職員初任者研修課程修了証明書」の
取得を目指します。見学も随時受け付けています。
埼玉県立職業能力開発センター 介護サービス科
〒331-0825 さいたま市北区櫛引町 2-499-11
TEL ０４８－６５１－１９４５（平日 8:30～17:15）

ＮＰＯ法人 ハンドセラピー・彩

時

内藤 洋子 氏（鴻巣市で音声訳ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱとして活動）
ふれあい福祉センター会議室（蓮田市関山 4-5-6）
１，０００円（資料代含む）
２０名
下記まで電話にて
社会福祉法人蓮田市社会福祉協議会
TEL ０４８－７６９－７１１１
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ハンドセラピーとは、手のひらのぬくもりをとおしたケア
で、道具を使わずどんな場所でも着衣の上からできます。
ご家族の方、地域活動、イベントなど日常生活の中だけでな
く、災害時の後方支援活動にも役立ちます。
定期的に、養成講座も実施しています。まずはホームページ
（下記参照）をご覧いただきお気軽にお問い合わせください！
●問合せ

ＮＰＯ法人ハンドセラピー・彩
おしもと
TEL ０４８－６５１－３８０１（押元）
URL http://handtherapy-sai.com/
E-mail handtherapy-sai@nifty.com

★ボランティアけいじばんの記事募集！
締め切りは毎月１５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、県内市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ等

★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

【当けいじばんに関する問合せ】
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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
★彩の国いきいきフェスティバル★
１１月１４日（土）10:00～15:30
１１月１５日（日）10:00～15:30
今年のいきいきフェスティバルは、２日間開催！
子どもはもちろん、大人も楽しめる盛りだくさんの内容で、みなさま
のご来場をお待ちしています☆（入場無料・入退場自由）

★イ ベ ン ト 紹 介★
～埼玉サイクルエキスポ２０１６プレイベント
＆ けんかつスイーツフェア 同時開催！～
スイーツづくりの体験（協力：埼玉県洋菓子協会）、移動水族館
ドクターフィッシュ体験（協力：さいたま水族館）、カスタムカー
等の展示（協力：埼玉自動車大学校）、このほか県民活動団体、Ｎ
ＰＯ団体の活動発表、子どもあそびコーナー、模擬店・フリー
マーケット、地元物産や新鮮野菜の販売など。

【募集中】前日＆当日ボランティア
実践者から学ぶ
コミュニティビジネス講座

１１月１３日（金）の前日と、当日の２日間、
運営のお手伝いをしてくださるボランティアを
募集しています！詳細は下記までお電話で。
活動支援担当 048-728-7116

コミュニティビジネス（ＣＢ）の立ち上げや運営方法、ＣＢ
の強みと成功のポイントなどについて、事例を交えながら具体
的かつ実践的なノウハウをお伝えする、無料講座です。
●日 時
●講 師
●定 員
●問合せ

ＮＰＯ基礎講座
ＮＰＯ法人の自立的運営（第１回）と会計・税務の基礎から
活動計算書の作成まで（第２回）を学びます。
●日

時

●講

師

●定 員
●受講料
●問合せ

思春期ってなんだろう
～思春期で悩むお父さんお母さんへ～

１０月２１日（水）１３：３０～１６：３０
永沢 映氏
２０人
活動支援担当 048-728-7116

１１月５日（木）、１１日（水）計２日間
各１３：００～１６：３０
第１日目 福島 達也氏
第２日目 中村 元彦氏
４０人
１，０００円
活動支援担当 048-728-7116

心が楽になる講座
子どもの思春期に悩む親、またこれから思春期を迎える親を
対象に、自我を確立し社会性を身に着けるこの時期によくあ
る、子ども同士のトラブルなどの事例を紹介しながら、そのと
き親はどのように子どもと接していくことがよいのか、そのコ
ミュニケーションの方法を学びます。
●日
●講

時
師

１１月１４日（土）１０：３０～１２：００
生田 かおる氏
臨床心理士、横浜国立大学保健管理センターカウン
セラー、青山学院大学非常勤講師、海上保安庁第三
管区カウンセラー
●受講料 無料
●定 員 ５０人（先着順）
●申込・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。
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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

