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～学習教室で中学生に勉強を教える～

大学生ボランティア 募集中！
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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（１８：００～２０：００ごろ）または
土曜午後（１５：００～１７：００ごろ）※都合
がつく日時だけの参加も大歓迎です。
埼玉県内４０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（長谷川・皆川）
（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。

～多くの命を救うお手伝い～
献血呼びかけスタッフ募集

ふくしの学びサポートボランティア
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育てサロン

●日

程

８月２２日～２５日（４日間）

●時 間
●会 場
●対 象
●定 員
●その他
●申込方法

９：００～１７：００
吉川市中央公民館 など
高校生以上の学生 ※４日間出られない方は相談してください。
８人(先着順)
昼食、交通費（上限７５０円/日）が出ます。
５月９日（月）から電話かメールで吉川市ボランティア
センターへお申込みください。
●申込・問い合わせ 吉川市ボランティアセンター
ＴＥＬ/ＦＡＸ ０４８－９８１－７５５９
Ｅ-Mail:vola@yoshikawashakyo.or.jp
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日常生活、クラブ活動ボランティア募集！
入所者の方の日常生活、クラブ活動をサポートしてくださるボラ
ンティアを募集しています。特別な技術や資格は必要ありません。
ボランティア活動に興味を持たれた方、一度体験されてみたい方、
どうぞお気軽にお申し出ください。
●募集内容

日常生活ボランティア：掃除・洗濯・お話し相手
クラブ活動ボランティア：囲碁・将棋・生け花・歌

●活動日

１０:００～１６:３０のうち、ご都合の良い日にち、
時間帯にお気軽にどうぞ。見学だけでも大歓迎です。

●申し込み：問い合わせ

上尾市平塚３２２
特別養護老人ホーム椋の木
担当 佐伯
ＴＥＬ：０４８－８５６－９９０１

埼玉県赤十字血液センター
越谷レイクタウン献血ルーム
ＴＥＬ
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毎年、夏休み期間の８月を利用して、吉川市ボランティアセンタ
ーが開催している「よしかわジュニアボランティアスクール」。
そこに参加する小中学生の”ふくし“の学びをサポートしてくれ
る高校生以上の学生の方を募集します！事前オリエンテーション
もあるので、はじめてでも安心♪

特別養護老人ホーム椋の木

越谷レイクタウン献血ルームでは、来場者の方へ献血ご協力
を呼びかけるボランティアを募集しています。
年齢・性別・経験は問いません。現在、学生さんから定年退職
なさった方まで幅広い年代のみなさんにご協力いただいていま
す。
●実施場所 越谷レイクタウン mori 1 階 花の広場
●日 時
日曜～土曜 １０：００～１７：００まで
屋内なので雨天時も実施
※広報活動をしやすい靴、服装でご参加ください。交通費等は
自己負担となります。ボランティア保険未加入の方は当方負担
で加入していただきます。
●申し込み方法
１０：００から１７：３０までの間に、
電話にてお申込みください。
●申込・問い合わせ

〒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

０１２０－１３７－３７９

埼玉県障害者交流センター

ボランティア養成講習会
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日時 平成 28 年 6 月 12 日（日）９：３０～１６：００
場所 埼玉県障害者交流センター
対象 障がい者のスポーツレクリエーション、文化活動に興味のある方で、今後交流センターや地域でのボランティア活動をしていただける方。
定員 ３０名 先着順 ※定員になり次第締め切ります。●申し込み期間 ５月１０日～６月５日
申し込み方法 申込書に必要事項を記載の上、持参、FAX、郵送、E メールにてお申込みください。
申し込み 問い合わせ 埼玉県障害者交流センター ボランティア養成講習会係 担当 白石、川久保、黒瀬
電話：048-834-2243 FAX：048-834-3333
E メール：culture@kouryu.net

【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、ボランティア活動報告
コ
5 月 14 日（土）に県民活動総合センター内において、けんかつバラ バ
ト
ン
フェスタが開催されました。
当日はバラの花をテーマにした催し物として、フラワーアレンジメン
トや押し花のキーホルダーづくりなどの工作体験コーナーや、洋菓子や
野菜、花き類の販売などの模擬店が出展され、大変な盛況でした。
また、クラーク記念国際高等学校から 15 名の生徒の皆さんがボラン
ティアとして参加してくださり、来場されたお客様のご案内や体験コ
ーナーでの受付などを行いました。

「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 ℡：048-728-7116
★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

けんかつまなびあいセミナー
市民講師募集
これまで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の活動を始めてみませんか？「け
んかつまなびあいセミナー」のボランティア講師として、講座
の企画・運営を体験し、市民講師としてのスキルを高めようと
する意欲のある方を募集します。
●テーマ・内容

自由ですがある程度の専門性があり、ユニー
クな視点を持ったものが望まれます。

●募集定員
●申込方法

●申込・問合せ

１5 名
申込書に必要事項を記入の上、7 月 15 日まで
にＦＡＸ、郵送または直接持参にてお申し込
みください
生涯学習・地域連携担当 ℡：048-728-7113
http://www.kenkatsu.or.jp

★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
E-mail：v-soudan@sai-saposen.on.arena.ne.jp ＨＰ http://www.sai-sapo.jp/

至大宮

