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ボランティア募集中！
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ボランティアスタッフ募集

音声ガイド鴻巣 うさぎのみみ

あなたの“ハート”でランナーをサポートしてください。駅
伝大会の運営をお手伝いただくボランティアを募集していま
す。大会の詳細は、埼玉県スポーツ振興課のホームページで御
確認いただけます。
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0312/supobora/index.html

目の不自由な方が映画を観るときにはセリフや音楽・物音だ
けではその映画を十分に理解できません。登場人物の服装や表
情・場面変化などの視覚情報を言葉で補い解説することを「音
声ガイド」といいます。生中継で行うことを「ライブ音声ガイ
ド」といいます。
音声ガイド鴻巣 うさぎのみみは、より映画の理解を深めて
いただける音声ガイドを目指しています。あなたの可能性を音
声ガイドボランティアで活かしませんか。関心のある方はお問
い合わせください。

●大会名
●日 時
●場 所
●募集内容
●募集期限

'１５彩の国実業団駅伝
第５６回東日本実業団対抗駅伝競走大会
１１月３日（火・祝）７：３０～１１：００
鴻巣市内（一部さいたま市内）のコース沿道
コース沿道の人員整理・交通誘導等 １００名
８月１４日（金）

●活動内容

①音声ガイド…100％の映像を想像していただくこ
とは不可能です。セリフ・効果音・音声を大切
に、だれもがわかる言葉で観たままを伝えます。
一緒に笑って一緒に泣ける音声ガイドを目指して
います。
②誘導ガイド…ガイドヘルパー講習を受け、上映
会・体験会開催時に最寄駅から会場まで目の不自
由な方を誘導します。
●問合せ 音声ガイド鴻巣 うさぎのみみ
TEL ０９０－７２５０－９４１８（関根）

＊応募多数の場合は期限前に締め切ることがあります。

●申込条件
●説明会
●申込方法
●支給物品
●申込・
問合せ

１５歳以上の方（中学生は不可）
活動日・活動場所・事前説明会に参加できること
１０月１８日（日）１３：３０～
鴻巣市立総合体育館会議室
所定の申込書に記入し、下記ＦＡＸ番号まで送信し
てください。申込書は埼玉県スポーツ振興課ホーム
ページ（下記参照）からダウンロードできます。
スタッフジャンパー、交通費（一律１０００円）
埼玉県県民生活部スポーツ振興課
TEL ０４８－８３０－６９５３（宮野）
FAX ０４８－８３０－４９６７
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0312/supobora/index.html

＊目の不自由な方で音声ガイド付き映画を楽しみたい方へ
解説の音声はＦＭラジオから聞くので映画館で一般の方と一
緒に楽しめます。興味のある方はお電話ください。

＊ボランティア協力者決定後、８月２８日（金）までにスポー
ツ振興課から連絡します。

埼玉県立上尾かしの木特別支援学校

こわれたおもちゃ直します！

浦和おもちゃの病院 ご案内
「浦和おもちゃの病院」は、お子様が楽しくあそべるよう、
また物を大切にする心が育まれるように、こわれたおもちゃを
無料で修理する活動を行うボランティア団体です。浦和を中心
に毎月開院しています。お気軽にお持ちください。
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ボランティア養成講座 参加者募集
指導の補助をしてくださるボランティアさんの募集にあた
り、ボランティア登録をしていただくための養成講座を開催い
たします。
●日

時

●場
●対

所
象

●活動内容

●申込・
問合せ

７月２９日（水）９：００～１２：００（講義）
※別日程で実習あり
上尾かしの木特別支援学校（上尾市平塚 1281-1）
以下の条件をすべて満たす方
①子ども（小学生～高校生）と関わるのが好き
②19 歳以上
③平日を中心に（できれば）土日の活動が可能
④心身ともに健康で体力がある（日常的に健康管理
を心がけていて、一時間程度の散歩、ジョギング
程度の軽い運動が可能）
教員の指導のもと、さまざまな学習活動に際して指
導を補助していただきます。
例）朝の運動で一緒に活動、着替えの手伝い、散歩
で手をつないで歩く、餅つき集会での調理補
助、運動会や文化祭での諸活動 等
埼玉県立上尾かしの木特別支援学校
地域連携部・ボランティア担当
TEL ０４８－７７６－４６０１

●日
●場

時
所

●費 用
●その他
●問合せ

毎月第１日曜、第４土曜 各 10:00～15:00
浦和ふれあい館（さいたま市浦和区常盤 9-30-22）
※上記以外でも開催しています。詳しくは下記ＨＰまで。
無料（ただし電池や部品は実費）
予約不要、直接会場にお越しください。
浦和おもちゃの病院
TEL ０４８－８３２－３２３１（中山）
（受付時間 ９：００～１７：００）
ＨＰ http://urawatoy.web.fc2.com/

※おもちゃの病院の修理活動に参加したい方も随時歓迎です。
見学は自由です。一度、ご連絡ください。

★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

【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
☆参加団体＆ボランティア募集☆
日ごろの地域活動やサークル活動の成果を発表してみません
か？模擬店部門、展示発表部門、ステージ部門の参加団体と、
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱを募集します。詳細は別途ちらしを参照ください。
●日

時

●申込方法
●受付期間
●問合せ

１１月１４日（土）、１５日（日）２日間
１０：００～１５：３０
所定の申込用紙に記入の上、来館又はＦＡＸにて。
※参加団体は、選考・抽選の上、決定します。
７月１日（水）～８月１１日（火）必着
活動支援担当 048-728-7116

けんかつ夏祭り
フリーマーケット出店者募集♪
●日 時
●募集数
●出店料
●申込方法
●受付期間
●問合せ

８月２２日（土）１０：００～１５：００
２０店舗（抽選により決定）
５００円
所定の申込用紙に記入の上、来館又はＦＡＸにて。
７月１日（水）～３１日（金）必着
生涯学習・地域連携担当 048-728-7113

毎日がちょっと楽しくなる心理学
（大石和男先生のセルフカウンセリング講座）
ボディランゲージの解読やコミュニケーションスキル、リラ
クセーションスキルを学習し心身の健康維持に重要な心理学を
学びます。
●日 時
●受講料
●定 員
●問合せ

９月６～２７日 日曜日
６，０００円
６０人
生涯学習・地域連携担当

全４回

10:00～11:30

受講生を募集します！
シニア共助担い手塾
地域の人々が共に支え合う「共助社会」の実現に向けて、団
塊世代を中心とする元気な高齢者の方々の活躍が期待されてい
ます。
「シニア共助担い手塾」では、様々な「共助の取組」事例を
紹介するとともに、一緒に地域活動を始めることができる仲間
づくりの機会を提供し、新たな活動展開のきっかけづくりとし
ます。
●日時・場所

●対

象

●定
員
●受 講 料
●申込方法
●問 合 せ

① 9/ 1(火) 埼玉県県民活動総合センター
② 9/ 2(水) 埼玉県県民活動総合センター
③ 9/11(金) 熊谷市めぬま農業研修センター
④ 9/18(金) 彩の国いきがい大学東松山学園
※各会場とも１０：３０～１５：００
県内在住の５５歳以上の方で、ＮＰＯ・ボランテ
ィア活動等、地域活動をされている方及び地域活
動に関心のある方
各会場５０名（先着順）
無料
６月１日～受付中（電話・来館、またはインター
ネットで）
活動支援担当 伊奈町内宿台６－２６
TEL 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：８月２２日（土）入場無料、事前予約不要
●シネマランド（１３：３０～１４：３０）
かえると王女/トイレの花子さん/白いカラス/魔女の宅急便
●ウィークエンドクラブ
コースター絵付け体験 ※有料
当日は、
「けんかつ夏祭り」が
●問合せ 活動支援担当 048-728-7116
同時開催されます。

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
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まス
っコ
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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

