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第 21 回加須こいのぼりマラソン
№53
ボランティアスタッフ募集！

蓮田よつば病院 ボランティア募集！ №54

・日時：平成 28 年 12 月 4 日（日）7：00～13：00

蓮田よつば病院では病院で活動してくださるボランティアの

・場所：加須市民運動公園（スタート・ゴール）

方を募集しています。
・場所：蓮田よつば病院（埼玉県蓮田市馬込 2163 番地）

・募集期間：平成 28 年 9 月 30 日（金）まで

・活動内容：行事での演奏（歌や楽器の演奏など）

知らせください。

員会事務局
担当

加須市教育委員会

渡邉 雄介

TEL:048-765-7777

春日部市立中央図書館 ボランティア
№62

活動にあたっては、
「春日部市図書館友の会」に加入していただきます。
・活動場所：春日部市立中央図書館（粕壁東 2 丁目 8-61）
・活動内容：書架整理、本の修繕など

FAX：048-932-6779

FAX:048-765-7776

西埼玉中央病院 病院ボランティア募集！
西埼玉中央病院では院内ボランティア活動にご協力いただけ
るメンバーを募集しています。

№55

特別な資格は必要ありません。是非ご応募ください。

№58

・活動場所：年輪福祉ホーム（東松山市大字大谷 4106）
・活動時間帯：①9：30～17：0０②9：30～15：00
★指定日はありません。ボランティアさんの希望に合わせて受け入れ
可能です。長期的に活動していただける方、大歓迎です。
年輪福祉ホーム

・問合せ先：坂戸市立城山福祉作業所

TEL：04－2948－1111 FAX 04－2948－1121

埼玉県では、動物の愛護や正しい飼い方に関する知識の普及啓発に
ボランティアとしてご協力をいただく「彩の国動物愛護推進員」を募
集します。

№56

・活動内容

①動物の愛護と適正な飼養・管理の重要性についての啓発活動
②繁殖制限措置に関する助言や譲渡仲介の支援など
③動物の愛護と適正飼養を推進するため県が行う施策への協力
④その他、動物の愛護と適正な飼養のため県が必要と認めること
・募集人数：60 名

申込み方法：郵送

・募集期間：平成 28 年 9 月 1 日（木）～11 月 30 日（水）まで
・申込み・問い合わせ先：埼玉県保健医療部 生活衛生課
総務・動物指導担当

TEL：048－830－3612

TEL：049-285-1034

こばと児童館 ボランティア募集
こばと児童館では、生活クラブの児童及び児童館に来

ケアセンターなごみ ボランティア募集
ケアセンターなごみでは、手芸のボランティアを募集
しております

№60

・場所：ケアセンターなごみ３階ホール

館する子供たちと一緒に遊んだり、行事の手伝い等をし
ていただけるボランティアの方を募集しています。
・活動内容：児童の相手、行事の手伝いなど

№63

・活動場所：こばと児童館（所沢市小手指町 1-28-3）

（入間市小谷田 1258-1）

・持ち物：上履き、タオル、着替え、昼食、

・活動内容：籐細工や編物の材料、道具の準備、後片付け

※他、ご利用者様のお話し相手等のボランティアも随時

彩の国動物愛護推進員募集！

忍田

庶務班長

・活動日時：毎週火・木 13：15～ 15：00

TEL 0493-39-2112

９：００～１７：００で都合の良い時間

（西坂戸４－１６－５２）

・活動内容：①入所者様とのお話ボランティア（見守り）
②居室の掃除・シーツ交換等をしてくださる方

・活動日：月曜日から金曜日

・活動場所：坂戸市立城山福祉作業所

・申し込み、問い合わせ：西埼玉中央病院

年輪福祉ホーム ボランティア募集

さるボランティアを募集します。

・活動内容：外来総合案内、花の植付、庭木の手入れ、

・応募条件：心身とも健康な方、患者のプライバシーが守れる方

TEL: 048-761-5911

作業所内の除草や作業（内職）のお手伝いをしてくだ

・募集人数：１日につき２～３名

・活動時間：平日 9 時～11 時頃まで

・お問い合わせ先： 春日部市立中央図書館

坂戸市立城山福祉作業所 №57
ボランティア募集

・活動場所：西埼玉中央病院（所沢市若狭 2-1671）

池そうじ等

・活動日時：図書館開館中のご都合の良い時間帯

・申し込み、問い合わせ：特別養護老人ホーム

TEL：048-932-6770

ボランティア担当

春日部市立中央図書館で書架、資料の整理などをしていただけるボ

募集

・申し込み、問い合わせ：草加市社会福祉協議会

広報委員会

E-mail:sports@city.kazo.lg.jp

ランティアの方を募集しています。

№61

の知識や技術をお持ちの方を募集します。

地域福祉課

・お問い合わせ先：蓮田よつば病院

スポーツ振興課

TEL：0480-62-6123・6124

FAX：0480-62-4797

詳細は当院広報委員会（ボランティア担当）まで、お気軽に
お問い合わせください。

・お申込み・お問い合わせ先：加須こいのぼりマラソン大会実行委

ていただける方を募集しています

※これまでに同様の活動をした経験がある等、一定

（絵手紙、お習字、陶芸、ちぎり絵など）

・お申込み方法： FAX または E メールで氏名、住所、連絡先をお

市内の一人暮らしの高齢者を訪問して見守りや話

・活動内容：高齢者の方の見守りや話し相手

作業活動のお手伝い

・定員：20 名（中学校卒業以上）

草加市おしゃべりボランティア募集
し相手をする「おしゃべりボランティア」に参加し

・活動内容：会場内の選手誘導、完走記録証の発行業務等

・事前説明会：11 月 17 日（木）１９：００～

〒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

募集しております。

女性の方はエプロン
・活動日時：応相談
・お問い合わせ先：こばと児童館
TEL: 04-2924-3065

・申し込み、問い合わせ：ケアセンターなごみ
担当：古谷

TEL：04-2934-5077

熊谷市国際交流協会 ボランティア

ごきげんらいぶ ボランティア募集
・活動場所：川口市西新井宿北田 1159－1
・活動内容：日中活動（軽作業手伝い）

本語指導をしていただけるボランティアの方を募集
募集
しています。

№64

・活動日時：月曜日～金曜日 10：00～15：00
・応募条件：障害を持った方と楽しく過ごせる方

・活動場所：熊谷市緑化センター

他

№59

・活動日時：毎月第１・２・３日曜日
14：00 ～ 16：00

・持ち物：うわばき

詳細は広聴広報課まで、お気軽にお問い合わせく

・申し込み、問い合わせ：
社会福祉法人ごきげんらいぶ
TEL：048-290-3000

熊谷市では熱意をもって在住外国人の方のために日

FAX：048-290-3005

ださい。
・お問い合わせ先：熊谷市役所 広報広聴課
TEL: 048-524-1111

FAX048-520-2870

http://www.kenkatsu.or.jp
「けんかつ夏まつり」でボランティア
8 月２０日(土）
、埼玉県県民活動総合センターで「けんかつ夏まつ
り」が開催されました。
当日は、途中雨が強く降るなど悪天候でしたが、県民活動団体やボラン
ティアグループ等の協力を得て、ヨーヨー釣りなどの縁日、ビーズ作り
体験、空気砲サイエンスショーなどを実施し、たくさんの方に来場いた
だきました。
また、当日のイベントボランティアとして、今年度から当財団が県内各
地で実施している「いきいきボランティア養成講座」の春日部会場と本
庄会場の修了者５名の方が参加されました。
来館された方に案内パンフレット等を配る「案内係り」と、子どもが安
全に水あそびができるように見守る「水かけ遊び係」のお手伝いをして
いただきました。
「立ちっぱなしの作業で、疲れませんでしたか」とたずねてみたとこ
ろ、参加された方は口々に、
「この程度の疲れは想定の範囲。子どもた
ちの笑顔がたくさん見られてうれしいです。」とケロッとしていまし
た。ボランティアをされる方は、さすがに元気いっぱいです。

シニア共助担い手塾開催！
団塊世代を中心とする元気な高齢者に対して、地域活動を実践している団体による事例発表と活動のための情報交換会を実施するとともに、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することにより、高齢者が「共助の担い手」として活躍できるよう支援します。
【日時・場所】県内６会場で実施 ※各会場とも１０：３０～１５：００ （同一内容のため希望の日程を選択ください）
①

９月 ６日（火）

和光市民文化センター

②

９月 ７日（水）

埼玉県県民活動総合センター

②

９月 ８日（木）

埼玉県県民活動総合センター ④

９月２１日（水）

春日部市民文化会館

⑤

９月２７日（火）

熊谷市めぬま農業研修センター

【対 象】 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
【定 員】各会場 60 名（先着順） 【受 講 料】無料 【申込方法】
：住所、氏名、連絡先をお伝えください。
電話：048－728－7116 ＦＡＸ：048-729-5091 Ｅ-ｍａｉｌ：katsudo-kouza@kenkatsu.or.jp
いきいき埼玉ＨＰから：http://www.kenkatsu.or.jp

●問い合わせ：公益財団法人いきいき埼玉活動支援担当 048-728-7116 （9：00～17：15）

★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

★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。
「埼
ニューシャトルに乗換内宿駅まで１駅。（約３分）。
さ玉
い県
※有料駐車場あり。１時間まで無料、１日上限４００円。
たマ
まス
●ご案内
っコ
ちッ
◆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
」ト
のでご利用ください。

〒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：０４８－７２９－５０９１
E-mail：v-soudan@sai-saposen.on.arena.ne.jp ＨＰ http://www.sai-sapo.jp/

至大宮

