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特別養護老人ホーム こころの杜
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〒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

’１４彩の国実業団駅伝
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傾聴ボランティアを募集しています

ボランティアスタッフ募集

特別養護老人ホーム こころの杜では、傾聴ボランティアを募
集しています。特別な資格などは必要ありません。ボランティ
アしてくださる方のご都合の良いときに、利用者さんのお話し
相手になってくれる方をお待ちしています。
詳細はお気軽にお問い合わせください。

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/site/higashinihonjitugyodan-ekiden/
●大 会 名

●問合せ

特別養護老人ホーム こころの杜
伊奈町大字小室字宮寺５０４７－５
かんだ

●日

TEL ０４８－８７２－６０１６（神田）

第６回 上尾市
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ボランティアフェスティバル

時

●場
所
●募集内容
●募集期限

＊応募多数の場合は期限前に締め切ることがあります。

「ぬくもりとふれあいのあるまちづくり」をコンセプトに、
知る・見る・ふれあう企画盛りだくさん！こどもも大人も楽し
めるイベントです。みなさんのご来場お待ちしています！

●申込条件

●日 時
●場 所
●入場料
●内 容

●申 込 み

●問合せ

８月２３日（土）９：３０～１５：３０
上尾市コミュニティセンター（上尾市柏座 4-2-3）
無料（入退場自由）
ボランティア団体の活動紹介コーナー、ボランティ
ア体験・相談コーナー、ミニ体験講座、チャリティ
ーカレー販売、施設による物品・復興支援販売など
＜ホールイベント＞
午前…「上方落語」露の新治
午後…MUSIC PLAYERS「おかわり団」の音楽交流会
上尾市社会福祉協議会 ボランティア係
TEL ０４８－７７３－７１５５

おとなもこどももハンディのある人もない人も

●説 明 会

●支給物品
●申し込み
問 合 せ

●持ち物
●主

催

●問合せ

すずき

のりゆき
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水辺でのいろいろな体験を通して、身近な川についてもっと
知るきっかけにしませんか。どなたでも参加できます。
時
所
容

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１９日（日）１３：３０～
（鴻巣市役所会議棟１００１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１，０００円）、
昼食（クオカード５００円）
埼玉県教育局市町村支援部スポーツ振興課

鈴木 紀幸
TEL ０４８－８３０－６９５３
FAX ０４８－８３０－４９６７
URL http://www.pref.saitama.lg.jp/site/higashinihonjitugyodan-ekiden/
※ボランティア協力者決定後、８月２９日（金）までにスポー
ツ振興課から連絡します。

黒目川・川まつり 開催！

●日
●場
●内

’１４彩の国実業団駅伝
第５５回東日本実業団対抗駅伝競走大会
第２５回東日本実業団対抗女子駅伝競走大会
平成２６年１１月３日（月・祝）
７：３０～１１：００
鴻巣市内のコース沿道
コース沿道の人員整理・交通誘導等 １００名
８月１５日（金）

８月２４日（日）10:00～14:00（小雨決行・雨天中止）
新高橋下流左岸の川原（朝霞市 溝沼郵便局横）
水質調査、魚類調査、川掃除、水ガキ講座（魚とり
教室）、舟あそび（ゴムボート、カヌー）、ザリガ
ニ釣り、スイカ割り
川に入れる運動靴（サンダル、長ぐつはダメ）、帽
子、昼食（焼きそばの販売もあります）
黒目川川まつり実行委員会
ふじい

TEL ０９０－９３１１－７９３２（藤井）

★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

正しい愛犬のしつけ方講座

「うちのコもセラピー犬」受講生募集
褒めてしつける方法で、「人にも犬にも友好的！家族として理
想的な犬！」を生み出します。
●日 時
●場 所
●定 員
●参加費
●内 容

８月２４日（日）13:30～16:00（受付開始 13:15）
熊谷市市民活動支援センター（熊谷市曙町 5-67）
３０名（要予約）
５００円（資料代等含む）
１）アニマルセラピーとセラピー犬について
２）愛犬の正しい育て方について
講師：時田真緒（CPDT-KA 認定 国際資格取得ドッグトレーナー）
３）セラピー犬によるデモンストレーション
●申込み ＮＰＯ法人セラピードッグすまいるわん
問合せ TEL ０４８－５７７－８１１８
E-MAIL tdog_smilewan@yahoo.co.jp
※当日は愛犬の入場をお断りします。
※会場は駐車場が少ないため、周辺の
有料駐車場をご使用ください。

★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

てとてとて

【当けいじばんに関する問合せ】

公益財団法人いきいき埼玉
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活動支援担当

電話０４８－７２８－７１１６

http://www.kenkatsu.or.jp
活動現場から学ぶ！

シニア共助担い手塾

ボランティア・NPO 講座

地域の人々が共に支えあう「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。

これからボランティアやＮＰＯの活動を始められる方、また
現在活動している方で今後の活動に向けての何かヒントが欲し
い？！とお思いの方はいませんか。
ボランティア活動実践者からの活動発表や活動現場での実習
を通じて、活動の多様性を学ぶとともに、活動の充実と継続に
は何が必要かを考えます。
●日

時

８月３０日（土）、９月１３日（土）全２日間
１３：３０～１６：００
※上記日程以外に現場実習あり
一般（高校生以上）
２０名
５００円（保険料含む）
活動支援担当 048-728-7116

●実施日時・場所
実
施
日

8/26(火)

9/9(火)

9/17(水)

時
間

１３：３０～１６：００

埼玉県県民
場 活動総合
所
センター

彩の国
いきがい大学
東松山学園

●対

象

●定
員
●受 講 料
●申込方法
●申込・問合せ

春日部市
市民活動
センター

9/29(月)

●対 象
●定 員
●受講料
●問合せ

熊谷市立
勤労会館

県内在住の６０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人
無料
所定の申込書を提出（先着順）
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

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！
彩の国いきいきフェスティバルのスタッフとして運営のお手
伝いをしていただけるボランティアを募集します。
ご来場いただくお客様の笑顔をパワーにして、一緒にフェス
ティバルを盛り上げましょう！
●日

時

●場
所
●活 動 例

＜シネマランド＞ うかれバイオリン、フランダースの犬
＜ウィークエンドクラブ＞ えいごであそぼっ！
●日 時
●定 員
●入場料
●問合せ

９月１４日（日）１３：３０～１５：４５
５０名
無料
活動支援担当 048-728-7116

●募集締切
●申込・問合せ

１１月２日（日）
１３：００～１７：００
３日（月・祝） ９：００～１６：３０
※どちらか一日だけの参加でも可。
埼玉県県民活動総合センター（伊奈町）
会場案内・リーフレット配布、コンサートの入場
受付・会場係、着ぐるみ（コバトン）を着てパフ
ォーマンス・誘導、スタンプラリーの受付・景品
配布、ステージ発表の司会・機材の出し入れ・来
場者の整理誘導、駐輪場整理、設営の準備・後片
付け等
９月３０日（火）
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：０４８－７２９－５０９１
E-mail：v-soudan@sai-saposen.on.arena.ne.jp

至大宮

