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獨協大学 ボランティアサークル
ＵＮＩ－ＢＬＯＣＫＳ №208
ＵＮＩ-ＢＬＯＣＫＳは、獨協大学のボランティアサークルで
す。身近にできるボランティア活動を行うと同時に、学内のボ
ランティアセンターの設立を目指し、情報収集や広報活動など
を行っています。また、学内外のサークルや団体などとも協力
してイベントを立ち上げ、一緒に活動していきたいとも考えて
います。
私たちが参加できるボランティア活動や共同企画・運営の情
報などがございましたら、ぜひ、下記までご連絡ください。
●連絡先 獨協大学 ＵＮＩ－ＢＬＯＣＫＳ
E-mail
dokkyo.uniblocks@gmail.com
●詳しくはこちら⇒ http://dokkyo-uniblocks.jimdo.com/

地域活動支援センター 桶川･さといも作業所

お祭りボランティア募集

№209

桶川・さといも作業所は、障害をもった仲間たちが共に生活・
活動をしている作業所です。今回、桶川市内のお祭りに参加す
るので、利用者と一緒にお祭りの見学や販売等を楽しんでいた
だける方を大募集しています！
経験等は一切不問です。作業所スタッフも一緒なのでご安心く
ださい。興味を持たれた方は、ぜひ、ご連絡ください。お待ち
しております。
●日時 ５月１１日（日）９：００～１５：００
●場所 桶川駅西口公園
（おけがわ春のふれあいフェスタ開催場所）
●内容 利用者と一緒にお祭り見学や販売等
●問合せ 地域活動支援センター 桶川・さといも作業所
TEL･FAX ０４８－７２８－３９６０ 担当：中西
●詳細はこちら http://satoimowork.web.fc2.com/

特別養護老人ホーム 蓮田園
ボランティア募集

№212

★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。印刷部数：５００部発行
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

★ボランティア掲示板の朗読テープの貸し出し
を行っています。

【問合せ・申込み】電話・又は来館

ＮＰＯ法人彩星学舎
№210
ボランティアフォーラム
平成２６年１月２１日（火）１３：００～１６：００
ボランティア募集

●日時
●場所
上尾市コミュニティセンター ホール
特定非営利活動法人（ＮＰＯ）彩星学舎は、不登校・学習障害
●内容
テーマ「ふれあおう、私の好きな、街だから」
等さまざまな学習ニーズを持つ児童、生徒に開かれた「学びのコ
①講談による介護講座
ミュニティー」を目指しているフリースクールです。
講師：講談師 田辺鶴瑛
ここでは、子ども・青年たちと向き合って一緒に活動していた
②ボランティアグループの活動紹介
だくボランティアの方を募集しています。
主婦（主夫）や社会人、
●定員
３５０名（申込不要）
学生など様々な人たちとの交流は、親－子ども、学校（先生）－
●費用 無料
生徒といった限られた人間関係で日常を過ごす機会の多い子ど
●問合せ 上尾市ボランティアビューロー
も・青年たちにとって貴重な体験となります。
電話 ０４８－７７６－１９８８
事務作業が得意な方や調理が得意な方、農作業が好きな方な
※問合せ時間 火曜～金曜 ９：３０～１６：３０
ど･･･。あなたの得意分野を活かして一緒に彩星学舎で活動しま
（１２：００～１３：００を除く）
せんか。
●ボランティア参加までの流れ
①電話・メールでボランティア説明会日時の申し込み（予約）
②説明・見学（活動の様子や建物内）
③ボランティア研修／学習会の参加
④ボランティア参加（個々の状況に応じた参加スタイルの実現）
●問合せ ＮＰＯ法人彩星学舎
〒330-0043 さいたま市浦和区大東２－１２－３３
TEL ０４８－８８４－１２３４
FAX ０４８－８８４－１５９８
E-mail saisei@saisei.jp
●詳細はこちら http://saisei.typepad.jp/

ご存知ですか？
№211
目の不自由な方と共に映画鑑賞を楽しむ

音声ガイドボランティア

特別養護老人ホーム蓮田園では、入所サービスやデイサービ
スなどのご利用者様にお楽しみいただけるよう、四季折々の季
節行事を行っております。
現在、行事を演芸などで盛り上げてくださるボランティアの
方を募集しています。ご利用者様と楽しく交流していただける
方、ぜひ、ご連絡ください。
●問合せ 特別養護老人ホーム蓮田園
〒349-0102 蓮田市江ヶ崎１００３番地
TEL ０４８－７６４－１１５１
FAX ０４８－７６４－１１８８
●詳細はこちら http://hasudaen.jp/

（協力）朗読ボランティアグループ

学びのコミュニティーを目指すフリースクール
上尾市ボランティア連絡会
創立２０周年記念

視覚障害者が映画を見る時、セリフや音楽、物音だけでは十
分にその映画を理解できません。登場人物の服装、表情、場面
変化などの視覚的な情報をことばで補い解説することを「音声
ガイド」といいます。音声ガイドが付いている映画・ＤＶＤは
まだ少ないのですが、視覚障害者からは「臨場感あふれる映画
館で新作映画を一般の人と一緒に観ることができ、とても嬉し
い」と大変喜ばれています。
音声ガイド付きの映画を上映するためには、音声ガイド・書
き手・誘導ガイド・ラジオの貸出など多くのボランティアが必
要です。
鴻巣市社会福祉協議会では、平成２６年度に「音声ガイドボ
ランティア養成講座」の開催を予定しています。養成講座修了
後は、鴻巣市内の映画館などで活動していただきますが、鴻巣
市以外にお住まいの方も参加することができます。映画が好き
な人、ボランティア活動をしたい人は、ぜひ、お問合せくださ
い。
●問合せ
鴻巣市社会福祉協議会ボランティアセンター
〒365-0062 鴻巣市箕田４２１１－１
鴻巣市総合福祉センター内
TEL ０４８－５９７－２１００
FAX ０４８－５９７－２１０２

てとてとて

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

「ミニＳＬに乗ろう！」
場所：外モール
大人気のミニＳＬが今年もやってくる！

※おとな 200 円
こども 100 円

月 ６ 日 （火・祝）
10：30～15:00 入場無料
場所：埼玉県県民活動総合センター
平成２６年

５

「はじめての抹茶体験」
場所：和茶室

「かんたん♪
トールペイント体験」

誰でもお抹茶を気軽に体験できます。

※300 円(生菓子付き)

「アンディ先生のマジックショー」
場所：小ホール
人体交換イリュージョンや瞬間移動
など本格的なマジックにビックリ！

※大人 １，０００円
こども ６００円
当日券は１００円増し
予約及び詳細
048-728-7113 まで

場所：内モール
エコバッグにペイントして
そのまま持ち帰れるよ！

「そば打ち体験」
場所：料理研修室

他

※200 円

先着 200 名

自分で打ったそばをその場で食べよう！

※500 円 要事前申込
詳細 048-728-7951 まで
●お問合せ
公益財団法人いきいき埼玉
活動支援担当
TEL ０４８－７２８－７１１６

「ﾌｧﾐﾘｰｽﾎﾟｰﾂﾁｬﾚﾝｼﾞ」
場所：体育館
卓球、ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ、ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ、ﾏｯﾄ遊びができます。

※このコーナーは午後のみの実施です。
入場自由 無料

「シ ネ マ ラ ン ド」
場所：210 ｾﾐﾅｰ室
お子様向け 16mm 映画の上映

午前の部 10:30～ 白雪姫
午後の部 13:30～ グリックの冒険
※入場自由 無料

「ランチ販売・フリマ」
場所：内モール
ほっと一息つきませんか♪

彩の国市民活動サポートセンターのご案内
●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
ボランティアに関する相談を、福祉関係をはじめ様々な分野で実際に活動している相談員
がお答えします。
●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売店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。

〒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：０４８－７２９－０３１８
E-mail：v-soudan@sai-saposen.on.arena.ne.jp

至大宮

