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鴻巣

大学生学習ボランティア募集

地域の大学生の力を、小・中学校で生かし、子どもたちの学習や学校行事、部活動などへの支援を

本庄 在宅福祉有償家事援助サービス
協力員大募集

いただくために、
「大学生学習ボランティア」を募集します。

高齢者や障害のある人など、やむをえず日常生活

●活動内容：市内小・中学校での教科等の学習指導・学校行事における教員の補助、部活動の支援、

の援助を必要とする家庭に対して、家事を援助する
協力員を募集しています。

特別に配慮が必要な子どもへの支援
●活動期間：平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで
（実施時期や回数については、各学校の計画により異なります）

●活動内容：食事の世話、衣類の洗濯・補修、日常

●応募資格：次のすべてを満たす方

的な住居等の清掃・整理整頓、生活必

〇教職を目指している大学生または大学院生

需品の買い物、外出の介助など

〇市内の小・中学校で 1 日 3 時間程度活動可能な方

●活動日時：月～土曜日

（週 1 日以上活動できる方を希望します）

9 時～17 時までの間（１時間単位）

●選考方法：面接

●そ の 他 ：1 時間につき 750 円お支払します

●申込/問合せ：鴻巣市教育委員会学校支援課

●申込/問合せ：本庄市社会福祉協議会

大学生学習ボランティア担当

TEL：0495-24-2755

TEL：048-544-1214
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新座
新座市地域支え合いボランティア大募集

滑川 ボランティア募集
森林公園 de ランニングフェスタ 2017

高齢者や障がい者のちょっとした困りごとを有
上のボランティアを募集しています。ご興味のある
方はお問合わせください。

●活動日時：9 月 9 日（土）8 時～15 時頃
比企郡滑川町山田 1920

●活動場所：彩湖・道満グリーンパーク
戸田市大字重瀬 745 他

●申込方法：下記のサイトより必要項目をご記入の
上お申し込みください。

新座市野火止一丁目 9-54
せ：新座市ボランティアセンター

（戸田市西端の荒川河川敷）
●持 ち 物 ：汚れてもいい服装

http://www.goodsports.jp/

TEL：048-480-5705

●問 合 せ ：大会事務局

No.26

●申込/問合せ：彩湖・道満グリーンパーク管理事務所

No.28

上尾 ころぽっくる第二保育園
ボランティア募集

●活動内容：子どもたちと一緒の外出補助・おやつ

●活動内容：乳幼児の保育（食事・着脱・排泄など

作りや工作活動・食事や着替えの介助

の介助）、環境整備、おもちゃの消毒

等

●活動日時：年間通して応相談

●活動日時：月～金 学校終了後～17 時 15 分

担当 小嶋
TEL：048-449-1550

No.27

上尾 ボランティア募集
児童デイサービス「バナナキッズ」

基本的な道具は貸出

TEL：03-5480-4100

※アトム通貨とは
アトム通貨は地域コミュニティーを育み、街を活性
化させるために生まれた地域通貨です。全国のアトム
通貨に加盟している店舗で使用することができます。
（アトム通貨公式ホームページより抜粋）

伊奈 障害福祉サービス事業所
「まつぼっくり」ボランティア募集
●活動内容：利用者さんの散歩補助等
●活動日時：週 1 回程度 10 時～12 時
●活動場所：障害福祉サービス事業所

●活動場所：ころぽっくる第二保育園 施設内

（基本は 13 時 30 分～17 時 15 分）
●活動場所：バナナキッズ 施設内

●活動日時：毎月 3 日と 15 日
10 時から 1 時間程度

●活動場所：国営武蔵丘陵森林公園

所：新座市役所第三庁舎

長期休み中 10 時～16 時 30 分

花壇の手入れ、花の植え付け

チップ回収・荷物預かり・会場案内等

●ボランティア登録：随時

●問 合

戸田
道満ガーデンサポーターズ募集

●活動内容：受付・給水・走路監察・完走証発行・ ●活動内容：彩湖・道満グリーンパーク内の市民

償（謝礼はアトム通貨※）でお手伝いする 20 歳以

●場

No.25

まつぼっくり

上尾市大字上野 567
●申込/問合せ：担当

伊奈町小室 5049-1 ふれあい福祉

ちょう

センター内

長

TEL：048-783-1010

●申込/問合せ：伊奈町ボランティアセンター

上尾市平塚 1281-1 かしの木会館 2 階

TEL：048-722-9990

●申込/問合せ：担当 江田・川瀬
TEL：048-777-3030

【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
～ボランティア実践団体のご紹介～
昨年度から実施している「いきいきボランティア養成講座」で、ボランティア活動の様子
を紹介してくださった団体の中から、毎月ピックアップして掲載しています。

「けんかつまなびあいセミナー」市民講師募集

これまで皆さんが学習活動の成果として身につけた知識や
技能を活かし、市民講師として地域で活動を始めてみません
「春日部シニアふれあいＰＣサークル」
か。
「けんかつまなびあいセミナー」のボランティア講師とし
詳しくは WEB で。こんな CM に代表されるように、最近は世代を問わず、パソコンが使
えてあたりまえという世の中です。もちろん今のシニア世代はパソコンが使える人も多いで て、講座の企画・運営を体験し、市民講師としてのスキルを
すが、これから勉強という人も少なくありません。
高めようとする意欲のある方を募集します。
（市民講師養成研
修事業）
ところがいざパソコンを学ぼうとすると大変です。子どもや孫に何度も聞くわけにはいか
ない。パソコンスクールは、自分のペースと合わない。自分の持っているパソコンで教えて ●募集期間：6 月 1 日（木）～7 月 15 日（土）必着
ほしい。
●申込方法：所定の申込書をご提出ください。
（郵送・FAX・来館）
シニア世代のこんな悩みにこたえて、私
●募集定員：10
名（選考・面接をする場合があります）
たちのサークルは平成２５年に誕生しまし
た。
自分の知りたいことを学びながら、聞け
る仲間を増やして、上達していくための勉
強会のお手伝いを行っております。
このパソコンサークルでは、自習形式で
自由に質問もでき、各講師陣が丁寧・親切
に質問にお答えしていきます。

詳細は募集要項をご覧ください。募集要項及び申込書は、け
んかつホームページ（http://www.kenkatsu.or.jp）よりダ
ウンロードできます。

いきいきボランティア養成講座を開催します！

『ボランティアをしてみたい。でも、どんな活動があるの
学習したい人が、自分のペースで自分が知りたいことを学習する寺子屋のようなシステム
かわからない…。』そんなあなたを対象に、ボランティアの基
です。: ( 万屋の様に PC の購入から初期設定なども含めてご相談に応じております。)
わからないことを聞きながら、好きなことを進めていただけます。そのためには、一緒に 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
学ぶ人たちとコミュニケーションも取りながら、協力しあい、心地良く楽しくレベルアップ
して、コミュニティーの活性化（ボランティア活動への積極的参加と活動）に繋げています。 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。
また、メンバーの中には個人学習会の活動だけでなく、市内でパソコンの設定やボランテ
6 月 15 日（木）
春日部会場
春日部市市民活動センター
ィア講師の活動などを行っています。
13:00～16:00
私たちの会は、教えてもらっていた人が、いつかは教える側やサポートする側に回るよう
6 月 19 日（月）
越谷会場
越谷市市民活動支援センター
に成長していくことを目標に、みんなで作り上げるパソコンサークルです。
13:00～16:00
一緒に活動する仲間を募集しています。
鴻巣会場

●入会金
●会 費
●活 動
●会 場
●講 師

なし
￥300/月（会場費・資料代など）
定例 毎月第 2・4 水・木曜日と第 1・3 金曜日（６回/月）
春日部市市民活動センター（ぽぽら）
ボランティア有志
み

わ

●問合せ 三輪

まさる

勝

上尾会場

7 日（金）
13:00～16:00
7 月 22 日（土）
13:00～16:00

鴻巣市市民活動センター
上尾市プラザ 22

●定員 25 人 ●受講料 無料
●申込/問合せ 公益財団法人いきいき埼玉 活動支援担当
TEL：048-728-7116 FAX：048-729-5091

090-4843-8131 / m0503ru@yahoo.co.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

7月

★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。
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、レストラン、宿泊施設等もございます。
ぜひご利用ください。
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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：０４８－７２８－7146（10:00～16:00、月曜休み） FAX：０４８－７２９－５０９１
E-mail：info@sai-saposen.on.arena.ne.jp ＨＰ http://www.sai-sapo.jp/

至大宮

