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新聞切り抜きボランティア募集

越谷国際フェスティバル 2016
ボランティア 募集中！

ＮＯ.4

福祉関連の記事を切り抜き、ファイルしたり、ボランティ
アビューロ前の掲示板へ掲示し、市民の方やボランティアグ
ループへ福祉の情報を広く届ける活動をしています。
ご一緒に活動しませんか？見学も大歓迎です♪
●活 動 日

毎週金曜日

2016 年６月 5 日（日）10：00～16：00
ウッドデッキ（越谷市役所横・川沿い）
●募集内容

9：30～12：00

●活動場所及びお問い合わせ
ボランティアビューロ（上尾市コミュニティセンター内）
TEL(FAX 兼用)：048-776-1988
開所時間

Ｎｏ.7

火曜日～日曜日

（コミュニティセンターの休館日はお休みです）

会場運営・整理・お店の手伝いなど
遊ぼう！世界と！ （自分の国の遊びを子供たちに教えます）
外国語サロン
（自分の国の言葉を日本人に教えます）
ドッキリおしゃべり（来場者に話かけてコミュニケーション）
●事前説明会
5 月 14 日（土）10：00～11：00
越谷市中央市民会館 第 10 会議室（5 階）
●お問い合わせ

行田総合病院の緩和ケア
病棟ボランティア募集！
●日時

ＮＯ.5

越谷市国際交流協会 事務局（10：00～16：00）
TEL：048-960-3350
FAX：048-960-3353

平成 28 年 4 月から月に 1～2 回

●場所
●内容

行田総合病院 新西棟 3Ｆ 緩和ケア病棟内
患者様・ご家族へのティーサービス、季節行事のお手
伝い、特技（音楽・マジック等）披露
●お問い合わせ
行田市社会福祉協議会 TEL：048-557-5400
または行田総合病院 緩和ケア病棟 TEL：048-552-1111

Mail：kiajapan@kiajapan.com

日本語教室「保育」
ボランティアスタッフ募集

ＮＯ.8

産文クラスで外国人の保護者が、日本語を学んでいる時間に
子供の保育のお手伝いをしてくださる方を募集中です。

衣類等名札付けの
縫い物をして下さる方募集
●日時

月～金

●場所

戸田ほほえみの郷

資格は問いません
ＮＯ.6

8：30～17：30 の間で 2～3 時間

●日時
●場所

月 2～3 回

14：00～16：00

産業文化センター

●保育形態

（特養）

●お問い合わせ

土曜日

複数スタッフでの保育・自由遊びを見守り一緒に
遊びます。

定期的でなくても都合のつく時だけのお手伝いも可能です。

戸田市ボランティアセンター

詳細は、市役所自治文化課内

TEL：048-442-0309

国際交流協会に連絡を下さい

●お問い合わせ
入間市国際交流協会
TEL
FAX
Email

★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

(入間市役所自治文化課内)

：04-2964-1111
：04-2964-7818
：i-society@city.iruma.lg.jp

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

てとてとて

【当けいじばんに関する問合せ】

公益財団法人いきいき埼玉

活動支援担当

電話０４８－７２８－７１１６

http://www.kenkatsu.or.jp
けんかつバラフェスタ
５月１４日(土)10:00～15：00
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。
フラワーアレンジメント、寄せ植え、ダンボールで作る花瓶
など、体験コーナーや模擬店、「初心者でも楽しめるバラ作
り講座」（要申込）、シネマランド＆ウィークエンドクラブも
拡大版で実施などなど盛りだくさん！！
●申込み・問い合わせ
活動支援担当 TEL：048-728-7116

ＮＰＯ・ボランティア体験講座を
実施しました
平成 28 年 2 月 21 日～3 月 20 日まで、ＮＰＯ・ボランティア体
験講座を実施し、31 人が受講しました。
講師に、文教大学学長野島正也氏をお迎えし、ボランティア
活動の基礎的な知識の習得と理解を深めた後、病院や図書館・
公園・ＮＰＯの活動の場などで各受講生がボランティアの体験
実習を行いました。

「いきいきボランティア養成講座」
『ボランティアをしてみたい。でも、どんな活動がある
のかわからない…。』 そんなあなたを対象に、ボランテ
ィアの基礎知識を学び、地域で活動する団体との情報交換
を行います。講座終了後は、ボランティア登録制度により
ボランティアを求めている団体を紹介し、あなたが最初の
一歩を踏み出せるようサポートします。
【入間会場】
●日時：平成 28 年 6 月 8 日（水）13:00～16:00
●会場：入間市市民活動センター
【本庄会場】
●日時：平成 28 年 6 月 17（金）13:00～16:00
●会場：本庄市市民活動交流センター（はにぽんプラザ）
【春日部会場】
●日時：平成 28 年 6 月 22 日（水）13:00～16:00
●会場：春日部市市民活動センター
【申し込み方法】
●定員 25 人・●受講料：無料
●申込み・問い合わせ
活動支援担当 TEL：048-728-7116

けんかつ市民講師塾

蓮田市の東埼玉病院や埼玉県立がんセンターでは、体験実習

あなたが今まで培ってきた知識や技能を活かしてボランテ
ィア市民講師として地域活動に参加してみませんか？この講
座では市民講師としての「役割と心構え」「コミュニケーショ

後、そのままボランティアとして活動を続けている受講生もい
ます。講座をきっかけに、「支え合い」の輪が広がっています。

ンの基礎」学習活動に携わる場合の「指導法」
「学習法」
「プロ
グラムの立案」などについて学びます。
平成
28 年 5 月315
日・22
日・29 日（日曜 3 日間）
平成日曜日
日間
10：00～15：0010

公益財団法人いきいき埼玉
活動支援担当

●受講料
1000 円 ●定 員 30 名 10：00～15：00
●申込方法
電話、来館、インターネット(先着順)
●申込・
にち
問合せ

生涯学習・地域連携担当 048-728-7113
http://www.kenkatsu.or.jp

●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
◆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
のでご利用ください。
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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
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至大宮

