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～学習教室で中学生に勉強を教える～
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朗読者（音訳者）養成講座
受講生 募集中！

大学生ボランティア 募集中！
埼玉県では、生活保護世帯等の中学生にマンツーマンで勉強
を教えてくださる大学生ボランティアを募集しています。
教員や福祉の仕事を目指している方やボランティアに関心が
ある方にとっては、現場での経験を積み、職員や子どもたちの
生の声を聞くことができる、魅力ある活動です。
お気軽にご連絡ください。
●活動内容

●活 動 日
●活動時間
●活動場所
●問 合 せ

中学生に対し、学習の習慣をつけ、基礎学力を育
てるよう指導します。中学３年生には高校進学に
向けた入試対策を、中学１，２年生には、学校の
授業の補習や定期テスト対策を行います。
週１～３回程度
平日夜間（１８時～２０時ごろ）または土曜午後
（１５時～１７時ごろ）※都合がつく日時だけの
参加でも構いません。
埼玉県内３０カ所程度（特別養護老人ホームなどを利用）
アスポート学習支援担当 ボランティア担当
TEL ０４８－８３１－２６８８（浮島）
（受付時間 平日１０時～１７時）
E-mail shiennet-honbu-vo@pony.ocn.ne.jp

※この事業は、埼玉県から委託を受けた一般社団法人彩の国子ども・若
者支援ネットワークが運営しています。

近所の子育て家庭のサポートしませんか？
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ファミリー・サポート・センターのご案内
ファミリー・サポート・センターは、市町村が設置する子育
てのボランティア団体です。子育てのお手伝い（サポート）を
していただける方（提供会員）を募集しています。
あなたの豊かな人生経験や社会経験を活かして、近所の子育
て家庭に力を貸してください！！
●活動条件
●サポート例

●報

酬

●問 合 せ

提供会員になるには事前登録が必要です。登録の
際に研修を実施します。（研修内容：子どもの世
話、安全・事故など）
保育園や幼稚園が終了した後のお迎えやお手伝い
する人の自宅での預かり。小学生の習い事や学童
保育への送迎。冠婚葬祭などの際の子どもの預か
り。
お手伝いをお願いする人から、１時間７００円前
後の報酬が支払われます。
お住まいの市町村のファミリー・サポート・セン
ターに直接お問い合わせいただくか、下記まで。
埼玉県福祉部少子政策課子育て環境整備担当
TEL ０４８－８３０－３３２２

★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：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。
（協力）朗読ボランティアグループ

〒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

埼玉県立図書館では、視覚障害者等のための録音資料の製作
と対面朗読を行う朗読者（音訳者）を新規に募集・養成しま
す。講座は初級・中級の２年計画です。初心者を対象とした無
料の講座ですが、経験者も参加できます。
●日 時 9 月～3 月までの毎週水曜（一部木曜）の午後（全 25 回）
●会 場 県立久喜図書館（久喜市下早見８５－５）
●応募条件 ｱ) 年２５回の講座のほぼ９割以上参加できる方。
ｲ) 概ね５０歳以下の方（ただし経験などにより
考慮します）。
ｳ) 久喜図書館か熊谷図書館で月に１，２回対面朗
読ができる方かつ、自宅等で週に３日以上朗読
（音訳）活動ができる方。
ｴ) コンピュータの基本操作ができる方（文書作成
やメールが使える程度）。
●定 員 ２０名（受講料はかかりません）
●その他 受講を希望される方は、下記のいずれかの受講説明
会（いずれも同内容・事前申込不要）に必ずご参加
ください。講座の説明のほか受講申込書等を配布し
ます。なお、受講者は選考により決定させていただ
きます。
日にち
時間
場所
5/27(水)
県立久喜図書館視聴覚ホール
13:30
6/18(木)
県立熊谷図書館鑑賞室
～15:30
6/23(火)
県立久喜図書館視聴覚ホール
●問合せ

県立久喜図書館 障害者サービス担当
TEL ０４８０－２１－２７２９
ＨＰ https://www.lib.pref.saitama.jp/

上尾駅前市民塾

講座のご案内

公益財団法人いきいき埼玉
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「まちを元気に！手作り紙芝居」
～座長が語る「作って、演じて、楽しんで」～
平成１９年７月の旗揚げから７年半で５２８回の公演回数を
誇る紙芝居サークル「やぎさん一座」は、いまや上尾の顔とい
っても過言ではありません。２０人を超えるスタッフを抱える
一座に至るまでの歩みを、代表の八木実さんにお聞きします。
これからボランティアをはじめたい方、現在の活動の糧にし
たいという方、興味があればどなたでも参加可能です。
●日 時
●会 場
●定 員
●参加費
●申込み

７月４日（土）１４：００～１６：００
上尾市市民活動支援センター 会議室
２５名（申込多数の場合は抽選）
無料
①氏名（ふりがな）②年齢③所属団体（あれば）④
住所⑤電話番号⑥メールアドレスを、直接来館、電
話、FAX 又はメールのいずれかで。
●問 合 せ 上尾市市民活動支援センター
上尾市柏座１－１－１５ プラザ館３階
TEL ０４８－７７８－１８１０
FAX ０４８－７７８－１８２０
E-mail s53500@city.ageo.lg.jp

てとてとて

【当けいじばんに関する問合せ】
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活動支援担当

電話０４８－７２８－７１１６

http://www.kenkatsu.or.jp
シネマランド＆ウィークエンドクラブ
日にち：６月１４日（日）入場無料、事前予約不要
●シネマランド（１３：３０～１４：３０）
虫歯になった王様、アラジンと魔法のランプ、おおきなかぶ
●ウィークエンドクラブ
スライムを作ろう／父の日工作
●問合せ 活動支援担当 048-728-7116

資格取得講座
「ケアマネージャー受験対策講座」
介護支援サービスの立案、給付管理を担うケアマネージャ
ー。資格取得試験合格を目指し、短期間に効率的に学習を行い
ます。
●日 時
●受講料
●定 員
●問合せ

６月７日～７月２６日 日曜８日間 10 時～16 時
一般コース ４２，０００円
福祉系資格者コース ３８，０００円
医療系資格者コース ３８，０００円
５０人
生涯学習・地域連携担当 048-728-7113

資格取得講座
「ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰ技能士 3 級講座」
経済情勢の変化や社会制度の見直しなど、生活に関わる多く
の問題を解決するためにはフィナンシャルプランニングの知識
が不可欠です。本講座では技能検定合格に向け必要な知識を効
率よく学習します。
●日 時
●受講料
●定 員
●問合せ

６月 14 日～７月 26 日 日曜７日間 10 時～16 時
２７，０００円（教材費込）
４０人
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
★GAKI さんのおもしろパフォーマンス
★コバトンのぬりえコーナー
★細川紙で花のコラージュを作ろう コ
バ
★フリーマーケット
ト
ン
★野菜や県産品の販売 等
※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

「シニアのための毎日の生活に
役立てるＷｏｒｄ講座 中級」
ワードをもっと活用したい方におすすめの講座です。ワード
の基礎をしっかりと学習した後、読めない文字の入力や良く使
う単語の登録、複雑なレイアウトの文書作成から、宛名ラベル
などを作成できる差し込み印刷機能、表作成等について学習し
ます。
●日

時

●受講料
●定 員
●問合せ

６月２３日～７月２８日 火曜全６回
９時３０分～１２時３０分
１３，５００円（教材費込）
３０人（概ね 60 歳以上で文字入力・マウス操作ができる方）
生涯学習・地域連携担当 048-728-7113

●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
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

