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駅伝大会の運営

№22

〒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

国際協力活動・震災被災地への支援

№37

ボランティアスタッフ募集

「フルクル」古着リサイクルプログラム

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

ブリッジエーシアジャパン（ＢＡＪ）では、古着リサイクル
プログラムを実施しています。古着はリサイクル業者に買い取
られ、海外に輸出されます。その収益はミャンマー、ベトナム
での国際協力活動にあてられます。

●大会名
●日 時
●場 所
●募集内容
●募集期限

●送れるもの
衣類であれば何でも回収可能。夏服、冬服、大人用、子ど
も用も問いません。靴下、靴（革靴、運動靴）、毛布、バス
マット、シーツ、礼服、新品の下着、ぬいぐるみなどもＯＫ
です。
●送れないもの
制服、学生服、作業服、着物、社名や学校名が入ったも
の、ふとん、まくら、ダウンジャケット等の綿が入っている
もの、スリッパ、長靴、ゴム製品、雑巾、毛糸、ひも、ハン
ガー（判断に迷うものがありましたらお問合せください。）
●送付方法
梱包し下記まで送付。運送業者の指定はありませんが、送
料はご負担ください。下記宛先以外に送付された場合は返送
させていただくことがありますのでご注意ください。
●送付先
〒662-0934 兵庫県西宮市西宮浜３－１４－４
ＢＡＪ倉庫 日光物産気付
●問合せ先
特定非営利活動法人ブリッジ エーシア ジャパンフルクル係
TEL ０３－３３７２－９７７７
E-mail info@baj-npo.org
●詳細はこちら http://www.baj-npo.org/

'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）
＊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

＊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。

オープンキャンパス

（公財）埼玉県国際交流協会

№36

通訳ボランティア入門講座

介護たのしみたい験 参加者募集！

これから通訳ボランティアを始めたい方を対象に、通訳ボラ
ンティアに関する基本的な知識を学ぶ講座を開催します。

介護の仕事を体験してみませんか？参加費無料、どなたでも
参加できます。皆様のお申込み、お待ちしています。
●日

時

●会

場

●対
●定
●内

象
員
容

●服 装
●持ち物
●申込方法
●受付期間
●問合せ
・申込

１０月３１日（土）、平成２８年１月１６日（土）
各回１３：００～１５：００（受付１２：４５～）
埼玉県職業能力開発センター
（さいたま市北区櫛引町 2-499-11）
一般の方
各回２０名（先着順、定員になり次第締切）
①介護サービス科の案内
②介護サービス科体験授業（車椅子の操作、介助、
電動ベッドの扱い方）など
動きやすい服装、履物
ハンカチまたは小タオル、筆記用具
①電話（番号下記参照）②窓口来所（平日 8:30～17:15）
③ハガキ（郵便番号、住所、氏名、電話番号、体験希望日を
明記）のいずれかでお申込みください
各実施予定日前日まで受け付けています
埼玉県職業能力開発センター
介護サービス科 オープンキャンパス係
〒331-0825 さいたま市北区櫛引町 2-499-11
TEL ０４８－６５１－１９４５

●日 時
●場 所
●対象者
●定 員
●参加費
●申込方法
●申込・
問合せ

９月９日（水）１３：００～１６：００
ソニックシティビル４階 市民ホール
通訳ボランティアの活動に関心のある方
８０名 ※申込多数の場合は抽選
一般２，０００円
８月２６日（水）までに、①氏名②住所③電話番号
④通訳言語を記入し、FAX、メール又は郵送にて。
公益財団法人埼玉県国際交流協会 事業戦略担当
〒330-0074 さいたま市浦和区北浦和 5-6-5
埼玉県浦和合同庁舎３階
TEL 048-833-2992 FAX 048-833-3291
E-mail jigyo@sia1.jp

★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】

№38

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
実践者から学ぶ
コミュニティビジネス講座
コミュニティビジネス（ＣＢ）の立ち上げや運営方法、ＣＢ
の強みと成功のポイントなどについて、事例を交えながら具体
的かつ実践的なノウハウをお伝えする、無料講座です。
●日 時
●講 師
●定 員
●問合せ

１０月２１日（水）１３：３０～１６：３０
永沢 映氏
２０人
活動支援担当 048-728-7116

彩の国いきいきフェスティバル

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

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

１１月１４日（土）、１５日（日）２日間
１０：００～１５：００
１０店舗 /日（選考・抽選の上決定）
１日のみ 1,500 円／２日間 2,500 円
所定の申込用紙に記入の上、来館又はＦＡＸにて
８月１日（土）～１１日（火）必着
活動支援担当 048-728-7116

彩の国いきいきフェスティバル

●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
電話・来館、またはインターネット
活動支援担当 伊奈町内宿台６－２６
TEL 048-728-7116
http://www.kenkatsu.or.jp

☆参加団体＆ボランティア募集中☆
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中です。詳細は別途ちらしを参照ください。
●日

時

●申込方法
●締 切
●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
８月１１日（火）必着
活動支援担当 048-728-7116

シネマランド＆ウィークエンドクラブ
日にち：９月１３日（日）入場無料、事前予約不要
●シネマランド（１３：３０～１４：３０）
がんばれスイミー/ぼくへそまでまんが
いたずら子リスとドナルドダック
●ウィークエンドクラブ（１４：３０～１５：４５）
影絵「ごんぎつね」「はらぺこあおむし」他
●問合せ 活動支援担当 048-728-7116

●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
さ玉
い県
たマ
まス
っコ
ちッ
」ト

〒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

