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吉川市

No.57

保育ボランティア募集

川口市

No.58

見沼自然の家（古民家）
あるじ

●内容：吉川市主催の講座や講演会などに参加する方
のお子さんを預かり、保育するボランティア
※下記養成講座に参加後、活動していただきます
●講座：▽9/27（木）ボランティアとは
▽9/28（金）子どもの病気とけが
▽10/1（月）工作と読み聞かせ
▽10/9（火）または 10/10（水）
託児の実践
※要予約
●対象：市内在住ですべての講座に出席できる方
●申込・問合せ：吉川市子育て支援センター
TEL：048-984-6377
FAX：048-984-6378

日高市

No.60

スポーツボランティア募集
●内容：市内で行われるスポーツイベント
・「日高かわせみマラソン」（毎年 3 月実施）
・「日高かわせみの里ツーデーウォーク」（毎年
11 月実施）
・「日高市民まつり」（毎年 11 月実施）
等を主催者とともに運営するボランティア
●日時：イベントにより異なる
●問合せ：日高市教育委員会生涯学習課
市民スポーツ担当
TEL：042-989-2111

鴻巣市

No.63

一日 主 募集
豊かな自然や屋敷林に囲まれた築 140 年の古民家の
日曜日のボランティア管理人(一日あるじ)を募集中！
●内容：散策の休憩場所として解放された古民家に訪
れる人々の対応（見学やトイレの案内など）
や朝のお掃除（それ以外の時間は読書や散歩
など自由にお楽しみいただけます）
※あるじの見学・体験も可 お気軽にご相談ください
●日時：毎週日曜日(第 2 日曜を除く)10 時～17 時
●場所：川口市行衛 649（駐車場あり）
●問合せ：（公財）埼玉県生態系保護協会／総務
TEL : 048-645-0570

熊谷市

ムサシトミヨ保護センター
草刈ボランティア募集
●内容：ムサシトミヨの生息地、元荒川流域の草刈り
ボランティア 毎回どなたでも参加可能
●日時：毎月第１・第３日曜 9 時から
●場所：ムサシトミヨ保護センター（熊谷市久下
2148-1）に集合
●問合せ：熊谷市ムサシトミヨをまもる会
（担当：江守）
TEL：048-521-6462

美里町

こすもす

介護老人保健施設 秋桜
「秋桜祭」ボランティア募集
●内容：「第 14 回秋桜祭」の当日、催事の手伝い・
飲食ブースの店番等
●日時：１０月 28 日（日）12 時 30 分～16 時頃
●場所：鴻巣市前砂 980-1 介護老人保健施設秋桜
●問合せ：介護老人保健施設秋桜
秋桜祭実行委員 担当：宮本
TEL：048-547-2370（代表）
※上記日程以外で、お手伝いしていただけるボランテ
ィアも常時募集中。興味のある方は是非お問い合わせ
ください！

埼玉県

No.66

東京 2020 オリンピック・パラリンピック

埼玉県の都市ボランティア募集

国内外から訪れる大勢の観戦客を笑顔でお迎えする
「埼玉県の都市ボランティア」を募集しています。
●内容：観戦客が利用する駅周辺などで道案内や埼玉
県内の魅力 PR などを行います
※競技会場や選手村などで大会運営に関わる「大会ボ
ランティア」とは異なります
●条件：
・2002 年 4 月 1 日以前に生まれた方
・日本国籍を有する方又は日本に在住する資格を有す
る方
・日本語による簡単な会話（意思疎通）ができる方
・電子メールやホームページを閲覧できる方
●募集期間：８月 16 日（木）～９月 30 日（日）
●応募方法：WEB または郵送
●問合せ：埼玉県都市ボランティア募集コールセンター
TEL : 048-833-2700（9 時～18 時、土
日祝日を除く）

No.61

No.64

見守りボランティア
●内容： 小中学校の児童生徒の登下校時に、通学路
でのあいさつや安全確保をとおして日常的な
見守り活動をする（毎日ではなく週 1 回か
らでも可）
●服装：配布する帽子・ベスト・ウィンドブレーカー
等を身につける
※ボランティア活動保険に加入します
（加入にあたっての負担金はありません）
●問合せ：松久小学校 0495-76-1355
東児玉小学校 0495-76-0335
大沢小学校 0495-76-0390
教育委員会事務局 学校教育係
TEL：0495-76-0201
※ご協力いただける方は上記へお問い合わせください

川口市

No.67

ボランティア「あろま☆いりあ」
メンバー募集
●内容：川口市内の高齢者施設への訪問アロマトリー
トメント（介護アロマテラピー）や、その他
アロマイベントのお手伝いを一緒にしてくれ
るメンバー募集
●日時：月２～3 回の活動
●場所：主にかわぐち市民パートナーステーション
●条件：月１回開催している団体主催の実技講習会に
参加できる方（入会金 1,500 円必要）
●問合せ：ボランティア「あろま☆いりあ」事務局
（川口市芝富士 1-26-19）
TEL : 090-2743-3757（担当 能年）
※留守番電話に伝言をお残しください
Email：c_hnzw@mbi.nifty.com

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

鶴ヶ島市

No.59

第 31 回図書館まつり
サポートボランティア募集
●内容：リサイクル本の仕分け（図書館まつりのリサ
イクル市に向けて仕分け・段ボール詰め作
業）・会場設営・運営補助・後片付け等
●日時：▽8 月 21 日（火）～9 月 27 日（木）リサ
イクル本の仕分け作業
▽9 月 28 日（金）前日の準備（午後より）
▽9 月 29 日（土）・30 日(日)当日の運
営・後片付け
●場所：鶴ヶ島市立図書館
●問合せ：第 31 回図書館まつり実行委員会事務局
TEL：049-271-3001 (中央図書館)

飯能市

No.62
埼玉県立名栗げんきプラザ

げんき体験フェスティバル
ボランティア募集
●内容：ドラム缶ピザ・焼きマシュマロ・木工クラフ
トなど各イベントブースのサポート
●日時：10 月 13 日（土）～1４日（日）
8 時 30 分～16 時 30 分（前泊可能）
●場所：埼玉県立名栗げんきプラザ
飯能市上名栗 1289-2
●問合せ：埼玉県立名栗げんきプラザ （担当：弦巻）
TEL : 042-979-1011
URL：http://naguri-genki.com/

吉見町

No.65

吉見町埋蔵文化財センター
ボランティア募集
●内容：①史跡ガイドボランティア…「吉見百穴」の
史跡ガイド
②体験学習ボランティア…「まが玉づくり」・
「埴輪づくり」などの体験学習および「よしみ
歴史探検隊」による古代米栽培体験などの活動
補助
●日時：土・日曜、祝日、夏休み期間中の平日など
●対象：文化財の保護に理解と関心を持ち、ボランテ
ィア活動を希望する高校生以上の方
※事前研修あり
●問合せ：埋蔵文化財センター
TEL：0493-54-9111

所沢市

No.68

駅ボランティア募集
●内容：通勤・通学などで利用する駅や市内の様々な場
所で、高齢者や障害者など困っている方の切符
の購入、乗降や移動の補助、手荷物の運搬など
を手助けする
●条件：体験会に参加し、終了後に交付される「駅ボラ
ンティア証」を取得すること
●体験会：
①日時…▽10 月 12 日（金）13 時 30 分～17 時
▽10 月 13 日（土）10 時～13 時 30 分
②場所…いずれも市役所 8 階大会議室・航空公園駅
③内容…車いす利用者や視覚障害者などが駅を利用
する際の手助け体験
④対象…市内西武鉄道各駅を利用する中学生以上の方
⑤定員…各日抽選 60 人
※終了後に「駅ボランティア証」を交付
⑥申込み…市役所交通安全課、まちづくりセンター、市
内の西武鉄道各駅で配布する応募用紙をいず
れかの場所に提出
●問合せ：所沢市交通安全課 TEL：04-2998-9140

蓮田市

伊奈町

No.69

彩の国いきいきフェスティバル
ボランティアスタッフ募集

第７回蓮田マラソン ～スイーツ祭り～
ボランティア募集
●内容：会場案内・コース立哨・給水、給スイーツ所のサポートなど
●場所：蓮田市黒浜公園、蓮田松韻高校及び周辺
●日時：11 月 24 日（土）
●対象：リーダーを中心にボランティア活動していただけるグループ・
団体（高校生可）
●申込み・問合せ：蓮田ランタイズ
TEL：048-768-5118（事務局）
又は HP お問合せメールから
http://www.hasuda-runties.com/

●内容：イベント運営ボランティア（会場案内・リーフ
レット配布、ゆるキャラ着ぐるみパフォーマンス・
誘導、スタンプラリーの受付・景品配布、ステー
ジ発表機材の出し入れ、設営の準備・後片付け）
●日時：前日 1１月 17 日（土）13 時～17 時
当日 1１月 18 日（日）9 時～16 時
※一日だけでも参加できます
●場所：埼玉県県民活動総合センター
●問合せ：（公財）いきいき埼玉 活動支援担当
TEL：048-728-7116

（公財）いきいき埼玉からのお知らせ
――――――――――――――――――――――

「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

■ボランティア実践団体のご紹介■
―――― 蕨ボランティア朗読サークル草笛

――――――――――――――――――――――

（蕨市）――――

朗読サークル草笛は、広報蕨・わらび市議会だより・社協福祉だより等、視
覚障害者用の方向けに、録音テープの作成、ダビング、郵袋発送を行っていま
す。
私たちの会は、本の読み聞かせの好きな仲間が集
まり、会員相互の親睦を図りながら、ボランティア
を通じて社会に貢献することを目標に、昭和 53 年
11 月に結成、今年で活動 40 周年になります。
これまでに公民館行事の恋文朗読発表、わらび郷
土かるた大会の読み手、生涯学習フェスティバルの
司会、特別養護老人ホーム訪問、はじめてのボラン
ティア体験朗読講習会実施、依頼録音テープ作成、
ダビング等、様々な活動を行って参りました。

日本語を正しく美しく表現する（読む・語る・聞く）事を学びながら、楽
しいふれあいをモットーに地域の皆さんとの交流を深めています。
勉強会は、毎月 1 回 第４月曜日 午後 1 時間半から中央
公民館で行っています。活動の様子を見に来てみませんか。
≪お願い≫
私たちの活動は、まだまだカセットテープに支えられてい
ます。最近は長時間録音できるカセットテープの入手が難
しくなっています。ご自宅に眠っている、未開封のカセッ
トテープ（９０分用）の寄付も歓迎します。

【問合せ先】蕨市社協ボランティアセンター

[勉強会の後、講師を囲んで]

跳んでみよう！トランポリン

NPO 基礎講座
ＮＰＯ法人の自律的運営と、会計の基礎を２日間で学びます。
日 時：10／５・１２ 金曜全 2 回 13 時 30 分～16 時 30 分
会 場：埼玉県県民活動総合センター 210 セミナー室
定 員：40 人 受講料：1,000 円

シニア共助担い手塾
元気なシニアの皆さんに共助の担い手となるお手伝いを体験します。
埼玉県県民活動総合センター（9／5）、和光市民文化センター（9/11）、ウ
エスタ川越（9/12）、熊谷市めぬま農業研修センター（9/18）
、国立女性教
育会館（9/20）、ふれあいキューブ（10/11）
時 間：10 時 30 分～15 時
受講料：無料

いきいきボランティア養成講座
ボランティアの基礎的な知識を学ぶとともに、地元で活動する団体を紹介す
ることで、あなたの活動への第一歩お手伝いします。

2020 年オリンピック競技の種目である「トランポリン」を親子で楽しく
体験しよう！その他、バランスボール・平均台、跳び箱などで体を動かし
ます。
対 象：2 歳～小学生とその保護者
定 員：各回 20 組
受講料：一人 500 円

税務・会計相談会

9/27（木）

10:30～

10/11（木）

13:00～
14:30～

10/16（火）

15:30～

えいごであそぼっ！
～えいごをつかってからだをうごかそう～
英語の歌やおはなし、工作と盛りだくさんの講座です。体を動かしながら
親子で楽しく一緒にあそびませんか。
日 時：10/21、11/25、12/23、1/27、2/24 10 時～11 時 30 分
会 場：埼玉県県民活動総合センター
対 象：概ね 4 歳～小学校低学年の子ども 20 名とその保護者
参加費：1 回 200 円程度

・川越会場（ウエスタ川越） 10/3 14 時～16 時 30 分(予定)
・和光会場（和光市中央公民館） 10/8 13 時 30 分～16 時(予定)
受講料：無料

■NPO 法人

TEL： 048－433－1915

・電話、来館又はインターネットにて
公益財団法人いきいき埼玉 活動支援担当
・TEL：048-728-7116（9:00～17:15）
・FAX：048-729-5091 （http://www.kenkatsu.or.jp）

～税理士による無料の個別相談会～

10／19（金）埼玉県県民活動総合センター、 11／9（金）埼玉県朝霞地方庁舎、 12／7（金）熊谷市市民活動支援センター
時間：10 時～16 時
事前予約／先着順 1 日 7 団体（1 団体 30 分） 無料
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

■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：県内社会福祉協議会、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

彩の国市民活動サポートセンター

発 行：

E-mail： info@sai-saposen.on.arena.ne.jp
Ｈ
Ｐ： http://www.sai-sapo.jp/

