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あげおワールドフェア 2015
ボランティア募集

街の緑サポーター養成研修（初級）
受講生を募集します
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外国人とふれあいたい人！お祭りが好きな人！興味と時間に
合わせた参加でＯＫです♪
●日
●場
●内

時
所
容

●申込方法
●申込・
問合せ

埼玉県花と緑の振興センターでは、都市部の緑を保全・活用
するためのボランティアの養成を実施しています。草木や樹木
の栽培管理技術を学び、園芸ボランティアとして活躍してみま
しょう！

１０月１２日（月・祝）１０：００～１６：００
上尾市文化センター（上尾市大字上尾村 750）
前日・当日お手伝い（運営や参加者のお手伝いをし
ていただきます）
氏名・連絡先・希望番号を記入の上、ＦＡＸまたは
メールにて下記まで。
上尾市国際交流協会
TEL ０４８－７８０－２４６８
FAX ０４８－７７５－９８１９
E-mail office@aga-world.com

●開催日
●時 間
●場 所
●内 容

時 間
10/7(水) 9:30
～12:00
13:00
～15:45
10/8(木) 9:30
～12:00
13:00
～14:30
14:45
～15:45

№44

全国の犬猫殺処分数は 128,241 頭（環境省 H25 年度）で、埼玉
県では年間 1,939 頭（埼玉県 H26 年度）の犬猫が殺処分されてい
ます。「犬猫殺処分０（ゼロ）」を目指して、今私たちにできる
ことを一緒に考えてみませんか。
●日
●場

時
所

●入場料
●内 容

●問合せ

１０月１７日（土）９：３０～１５：３０
上尾市上平公園 球場内管理事務所ロビー
（上尾市大字菅谷１６）
※第１３回ＡＩ♡ 犬フェスティバル会場内
無料
①児玉小枝「どうぶつたちへのレクイエム」写真パネル展示
②「ある犬のおはなし」ミニ絵本のご紹介
③「飼い主のいない猫」への取り組み
④埼玉県の殺処分ゼロへの取り組み
⑤環境省の動物愛護啓発紹介
彩の国動物愛護推進員有志・Team 上尾
E-mail teama_dogcat@yahoo.co.jp

第３回 武蔵浦和コミセンまつり
運営ボランティアスタッフ募集
●日
●場
●内

時
所
容

●人 数
●申込方法
●申込・
問合せ
●その他

【当けいじばんに関する問合せ】

●対

象

●定

員

●費 用
●応募方法
●募集開始
●申込・
問合せ

テーマ・内容
「園芸の基礎(植物生理)」
植物の形態と生育・開花についての講義
「園芸の基礎(土壌・肥料・灌水)」
植物の栽培管理の基礎となる土についての講義
「花壇・芝生」
花壇の設計と栽培管理、芝生の管理についての講義
「樹木管理(せん定・刈り込み)」
樹木の剪定や刈り込み方法についての講義
「病害虫防除・雑草防除」
樹木の主な病害虫やその対策についての講義
「ボランティア活動について」
活動の心構えやノウハウについて

県内在住の園芸ボランティアを志す方、又は園芸ボ
ランティアとして活動中の方
５０名 ※ただし、以前の受講者で未受講のテーマ
の補習希望者は定員以外でも受け付けます。
無料
下記（専用電話番号）にて先着順に受付します。
９月１日（火）８：３０から
埼玉県花と緑の振興センター
〒334-0059 川口市安行１０１５
TEL ０４８－２９５－２９１０（専用電話番号）

※初級研修の全日程を修了した方を対象に、樹木や花壇、庭園等につい
て、約１年をかけ、季節ごとの管理の方法・ポイントについて実技と
座学で学ぶ「上級研修」を実施します。
全２５回、定員３０名、定員を超える応募があった場合は抽選。詳細
が決まり次第、当センターＨＰへ掲載します。
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１１月２７日（金） 前日準備
１１月２８日（土） １日目
各日 9:00～17:00
１１月２９日（日） ２日目
武蔵浦和ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ（さいたま市南区別所 7-20-1 サウスピア 8F）
会場設営・撤収、飾り付け・掲示、ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰの受
付・景品渡し、会場案内・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑやﾁﾗｼ配布、記録
写真撮影、舞台発表運営補助、各ｲﾍﾞﾝﾄﾌﾞｰｽのｻﾎﾟｰ
ﾄ、子どもたちの安全管理・会場見回りなど
１６人程度（高校生以上）
まずは下記までお電話ください
武蔵浦和コミュニティセンター
TEL ０４８－８４４－７２１５（老川、山中、平澤）
事前説明会あり ※10/10(土)10:00～ 第 6 集会室(予定)

１０月７日（水）、８日（木）
両日とも９：３０～１５：４５
埼玉県花と緑の振興センター 大会議室

日 程

写真パネル展 犬猫の殺処分０(ゼロ)を目指して

「どうぶつたちへのレクイエム」
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★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、県内市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ等

★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

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
ＮＰＯ基礎講座

思春期ってなんだろう
～思春期で悩むお父さんお母さんへ～

ＮＰＯ法人の自立的運営（第１回）と会計・税務の基礎から
活動計算書の作成まで（第２回）を学びます。
●日

時

●講

師

●定 員
●受講料
●問合せ

１１月５日（木）、１１日（水）計２日間
各１３：００～１６：３０
第１回 福島 達也氏
第２回 中村 元彦氏
４０人
１，０００円
活動支援担当 048-728-7116

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

心が楽になる講座
子どもの思春期に悩む親、またこれから思春期を迎える親を
対象に、自我を確立し社会性を身に着けるこの時期によくあ
る、子ども同士のトラブルなどの事例を紹介しながら、そのと
き親はどのように子どもと接していくことがよいのか、そのコ
ミュニケーションの方法を学びます。
●日
●講

時
師

１１月１４日（土）１０：３０～１２：００
生田 かおる氏
臨床心理士、横浜国立大学保健管理センターカウン
セラー、青山学院大学非常勤講師、海上保安庁第三
管区カウンセラー
●受講料 無料
●定 員 ５０人（先着順）
●申込・問合せ 活動支援担当 048-728-7116

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

NPO 法人埼玉ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ研究会 創立 20 周年記念講演会

シネマランド＆ウィークエンドクラブ
日にち：１０月１０日（土）入場無料、事前予約不要
●シネマランド（１３：３０～１４：３０）
ドナルドダックと魔法使い／
夢の星のバタンノーズ魔法の黄いちご／花さき山
●ウィークエンドクラブ（１４：３０～１５：４５）
英語であそぼっ！～ハロウィンバージョン～
うたっておどってえいごであそぶよ♪仮装大歓迎♪
●問合せ 活動支援担当 048-728-7116

家族の愛を問い直すために
私たちに刷り込まれた固定観念、押しつぶされそうな世間の
常識を捨て、人と人との新しい関係を築き上げる「タフラブ」
の概念、考え方を分かりやすくお話しいただきます。
●日 時
●講 師
●定 員
●参加費
●問合せ

１０月３日（土）１４：００～１６：３０
信田 さよ子氏（原宿カウンセリングセンター所長）
２００人
５００円
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

