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No.160

ボランティア
けいじばん

伊奈町

No.161

坂戸市

〒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：０４８－７２８－７１４６
(10:00～16:00､月曜休み)
Ｆ Ａ Ｘ：０４８－７２９－５０９１
E-mail:info@sai-saposen.on.arena.ne.jp

No.162

ボランティアサロン勉強会

●内容：大正琴、オカリナ、ウクレレなどを演奏 坂戸市社会福祉協議会では毎月１回第４木曜日
にボランティアサロンを開催しています。
するボランティア
●日時：月 1 回程度 14:00～15:00（応相談）
●内容：聞こえない世界とは
●場所：伊奈町羽貫 1059-1
～聴覚障害者の方をゲストに迎えて～
●問合せ：すまいる伊奈
担当ボランティアグループ
TEL：048-717-0720 （三浦）
「坂戸市手話サークル」
※5 名以内希望
●日時：3 月 22 日（木）10:00～12:00
●場所：坂戸市福祉センター 会議室
●対象：どなたでも
●問合せ：坂戸市社会福祉協議会
TEL：04９-２８３-１５９７

深谷市

No.164

八潮市

八潮たすけあいサービス
お手伝いボランティア募集

●内容：①ガーデニングボランティア…市民協働
による花と緑のまちづくりに関するお手
伝い
②ふかや緑の王国の整備、管理運営
③アダプト制度…公園や道路、緑地等の公
共空間を市民・学校・事業者のみなさんが
里親となり、一定区域の緑化・美化・清掃
活動等行う
●日時：活動により異なる
●問合せ：深谷市役所
ガーデンシティふかや推進室
TEL： 048-551-5551
FAX： 048-551-5552
URL：http://www.city.fukaya.saitama.jp

高齢者や子育て中の方、お体が不自由な方の身の
回りの簡単なお手伝いです

埼玉県

●内容：買い物代行、花木の水やり、話し相手、
庭の草取り、ゴミの運び出し、衣類の洗
濯、部屋の清掃、模様替え等
●日時：依頼者により異なる
●場所：市内各所で活動
※1 時間のお手伝いで 500 円の商品券
(市内加盟店で使用可)が支払われます
●問合せ：八潮商工会 八潮たすけあいサービス
TEL：0120-840433
048-996-1926（携帯・公衆電
話はこちらから）

蕨市

「ぷちトマトくらぶ」ボランティア
●内容：小学生に畑で野菜を作ることを指導、
畑作業、スタッフ会議
●日時：月１～2 回程度（土曜日）他
●場所：中央 7 丁目の畑
●対象：畑作業のボランティアに興味のある方、
一緒に畑作業をやってみたいと思っている方
●問合せ：蕨市下蕨公民館
TEL：048-441-1560

No.165

ガーデンシティふかや

No.166

彩の国市民活動サポートセンター

http://www.sai-sapo.jp/

小規模多機能ホーム
「すまいる伊奈」ボランティア募集

No.163

発 行

上尾市

さいたま・上尾水上公園
雑木林ボランティア募集（みどりの会）
●内容：さいたま水上公園の美化活動
●日時：毎月第 2・4 木曜日
●問合せ：さいたま水上公園
TEL： 048-773-6711
（ボランティア担当）

No.168 ボランティア活動保険の加入は

おすみですか？
ボランティア活動保険は、日本国内におけるボランティ
ア活動中におこる様々な事故に対する備えとして、ボラ

No.167

ンティアの方々を補償する保険です。

熊谷市

保険は 4 月から 3 月まで、年度単位での加入となり、

犯罪被害者支援
学生ボランティア募集

「まいまいの会」会員募集

●内容：埼玉県、埼玉県警察、
（公社）埼玉犯罪被
害者援助センターが行う各種イベント、キ
ャンペーン等での犯罪被害者支援に関す
る広報啓発
●資格：18 歳以上で犯罪被害者支援に関心を持
ち、次のいずれかに該当する方
・県内の大学又は専門学校に在学している
方
・県内に居住する大学生又は専門学校生

●内容：市内施設や団体からの依頼を受け、人形
劇の公演を実施。練習や人形の制作等
●日時：月 1 回公演、週 1 回練習他
●場所：市内公民館、子育てサロン、保育所、高
齢者施設他
●対象：人形劇に興味のある方
●問合せ：熊谷市社会福祉協議会
TEL：048-588-2345

平成 30 年度の加入申し込みを受付けています。
補償内容の詳細や加入手続きについては、お住まいの市
町村の社会福祉協議会へご相談ください。
お住まいの市町村の社会福祉協議会連絡先は下記 QR
コードでご確認ください。(スマホ版)

パソコンからは、下記アドレス（埼玉県社会福祉協議会
ホームページ）をごらん覧ください。

※大学には大学院、短期大学を含みます

●問合せ：埼玉県犯罪被害者支援学生ボランティア
事務局
TEL：048-710-5036
（埼玉県防犯・交通安全課（分室）
）
URL：
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/hanz

http://www.fukushi-saitama.or.jp/site/perf/uplo
ad/docs/address%28HP%29.pdf
●問合せ：埼玉県社会福祉協議会・埼玉県ボランティア・
市民活動センター
TEL：048-822-1435

aihigaisya/voluteer-aya.html

【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

(公財)いきいき埼玉からのお知らせ
http://www.kenkatsu.or.jp

(公財)いきいき埼玉からのお知らせ
～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。

～春日部おもちゃの病院 （春日部市）～
もったいない！まだまだ動くよ。このおもちゃ
おもちゃが直れば”笑顔あり”思い出の残る大切なおもちゃが、壊れて動かなくなるのは、非常
に残念なことです。私たちは、おもちゃのドクターとして、おもちゃを修理するボランティアです。
現在 18 名のドクターが在籍しています。メンバーの経歴は様々ですが、共通点は機械いじりが
好きだということです。平成 16 年の活動開始以来、診察場所を増やし、現在は、春日部市内 4 か
所で、活動し、延べ５０２２件の修理を実施しました。
動かなくなったから捨てるということは、おもちゃを作るために要した貴重な資源と、あらゆる
エネルギーを無駄にすることになります。
「おもちゃの病院」で修理し再生することにより、これら
が有効に継続活用されます。
「おもちゃの病院」の活動を身近に見れば、物を大切にする心を育むと
思います。
「おもちゃの病院」の活動のエネルギーは、おもちゃが治った時の子供たちの笑顔です。
子どもの笑顔で元気をもらいませんか
技術を生かしたい方だけでなく、居場所を探しているという方も、一度見学してみてください。メンバーになるかどうかはそのあとで結構です。

市 内活 動場 所
10：00～15：00
 第１土曜日 .........................スマイルしょうわ (庄和児童センター）
 第２日曜日 .........................グー春日部 (春日部第 2 児童センター）
 第３火曜日 .........................イオンモール春日部２階 （セリア前ブリッジ）
 第４土曜日 .........................エンゼルドーム (春日部第 1 児童センター
【問合せ先】
春日部おもちゃの病院（代表 大滝敞）
TEL：080-3463-4725
https://kasukabetoy.jimdo.com

アクティブ・シニア活躍事業
東京 2020 オリンピック・パラリンピ
ック競技大会が県内 4 会場で開催され
ます。これを機に、シニア世代のスポ
ーツ・芸術活動を通した社会参画を推
進します。
●日 時：3 月 11 日（日）
13:00～15:45
（12:00 開場）
●会 場：埼玉県県民活動総合センター
小ホール
●定 員：400 名
●入場料：無料
●申込み・問合せ：
電話、来館またはインターネットで
受付中（お一人様 5 枚まで）。定員
になり次第締切。
公益財団法人いきいき埼玉
TEL：O48-728-7113

【プログラム】……………………………………………

NPO 法人 税務・会計相談会

❶13:05～13:45 基調講演
東京 2020 オリンピック・パラリンピック
文化プログラムとアクティブ・シニア
～彩の国さいたま芸術劇場とゴールド・シアター～

公益財団法人いきいき埼玉が開催する、税理士に
よる無料の個別相談会です。NPO 法人の運営や税
務・会計に関することや、立ち上げをお考えの方
のご相談もお受けします

公益財団法人埼玉県芸術文化振興財団
理事長 竹内 文則
❷13:45～14:15 開催会場・埼玉県の取組
東京 2020 オリンピック・パラリンピックに向けて
埼玉県 オリンピック・パラリンピック課
❸14:30～15:30 特別講演会
『夢と人生～何事にも真正面から向き合うこころ・
新たな挑戦～』
元女子ソフトボール日本代表監督 宇津木 妙子
❹15:30～15:45 アクティブ・シニア活躍事業紹介

★ボランティアけいじばんの記事募集！
締め切りは毎月 12 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

●会場：3 月２０日（火）埼玉県春日部地方庁舎
（東部地域振興センター会議室）
3 月 23 日（金）県民活動総合センター
（情報センター会議室）
●時間：各会場とも 10:00～16:00
●定員：各会場とも 7 団体（1 団体 30 分）
事前予約／先着順
●問合せ：彩の国市民活動サポートセンター
NPO 相談コーナー（受付 10 時～16 時）
TEL：048-728-7146
FAX：048-729-5091

★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

発行：彩の国市民活動サポートセンター
〒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/

