はじめてみよう ボランティア活動
みんなの手 平成 20 年 6 月号
募集期間
5 月 27 日～6 月 23 日

①申込みは直接各募集先へどうぞ
②活動内容をよく確認して自分のできる
ことから参加してみましょう！
③ボランティア活動に入る前にボランテ
ィア活動保険に加入しましょう。
手続きはボランティアセンターへ

入間市社会福祉協議会・ボランティアセンター
電話 04-2964-0486 Fax04-2963-1072 Ｅアドレス iruma_vc@atlas.plala.or.jp

●保育ボランティア募集●●

●通院の付き添い

子どもをもつ母親も多く参加するゴスペルサ
ークル「ブレス」では、練習時間の間、子どもた
ちが危なくないように見ていてくれるボランテ
ィアを探しています。
内 容：１～３歳の 10 名程度の子どもの保育
（交通費支給あり）
日 時：①毎週月曜日 11:00～13:00
②隔週土曜日 17:30～19:30
場 所：①所沢市並木公民館（所沢市並木 8-3）
②所沢市文化会館（所沢市宮本町 1-2-40）
問合せ：櫻井 TEL:2946-3810

扇台に住む 82 歳の女性の通院付き添いをして
くださる方（女性）を募集しています。くわしく
はお問い合わせください。
日 時：２ヶ月に１回 平日 9:00～14:00
場 所：自宅～埼玉医科大学総合医療センター
内 容：タクシーに同乗して、車の乗降・病院内
での移動や支払い・薬取り等の介助等
問合せ：ボランティアセンターへ

●こども家庭支援センター シャローム
シャロームクラブのボランティア募集●●
夏休みの期間中、障がいのある子どもたちと一
緒に遊ぶ活動です。
内 容：障がいのある子どもたちと一緒に遊んだ
り、昼食を一緒に食べてすごします。
日 時：７月 29 日、８月 5・19・26 日
各火曜日 10:00～12:30
場 所：日高市児童ふれあいセンター（日高市大字中沢 193-1）
※現地集合でお願いします。駐車場あり
問合せ：高橋 TEL:042-989-1535

●埼玉育児院

成人式用の着物

●車による通院のお手伝いができる方募集●
内 容：歩行困難な方（1 人暮らし高齢者等）の
市内・周辺の病院等への送迎
※活動時間 8:30～16:00
問合せ：ボランティアセンターへ

●障がい児★児童クラブ「ぽしえっと」
ボランティア募集！●●
放課後活動のお手伝いをしてください！
内 容：障がいのある子どもたち（小 1～高３）
と放課後の時間を一緒にすごします。
日 時：毎週月・水・木曜日 14:15～17:00
※祝日を除く
場 所：狭山市笹井 3086-16
問合せ：阿利（あり） TEL:2953-6470

募集●●

育児院を卒業した子どもが成人式を迎えます。
着物で成人式に出席したいとの声がありました
が、残念ながら育児院にはありません。家に着物
があってゆずってくださる方いらっしゃいませ
んか。
問合せ：柴山・松浦 TEL:049-231-2107

●夏ボラ体験

ボランティア募集！●●

●大樹の里

ボランティア大募集！

●●●

入居者と一緒に買い物に行ってくださるボラ
ンティアさんを募集しています。
内 容：買い物外出介助
日 時：火・木曜日 ※日時等は連絡ください。
場 所：高倉 4-15-5
問合せ：上山 TEL:2964-3965

お手伝いできる方募集！●●

内 容：はじめてみよう夏ボランティア体験の参
加者配布用の資料づくり、印刷・事前説
明会（７月１９日）のお手伝いなど
場 所：市民活動センター
問合せ：ボランティアセンターへ

社協ホームページでは
他のボランティア募集も紹介しています。
http://www.iruma-shakyo.or.jp
掲載希望の場合は、ボランティアセンターまで…
（ＦＡＸ・郵送・Ｅメール）

●ＮＰＯ法人子育て家庭支援センター
あいくる ボランティア募集●●
街中にある子育て広場（０～３歳未満児の親子
の遊び場）です。お買い物も便利な街中で、心と
身体の運動を兼ねたボランテイアをしませんか。
内 容：①部屋と庭のお掃除
②子ども達の使ったおもちゃの消每
日 時：月～土曜日 16:00～17:00
場 所：豊岡１－８－３９
問合せ：市（いち） TEL:2966-2848

●デイサービス響（ひびき）
ボランティア募集！●●
音楽をベースとして心に響く介護を目指して
いる小さなデイサービス。アットホームな雰囲気
の中、お年寄りと心を通わせて下さる方をお待ち
しています。
内 容：①利用者さんのお話し相手
②創作のお手伝い③お散歩の付き添い
日 時：月～土曜日 13:30～15:00
※木曜日 10:30～12:00 あり
場 所：扇台 5-9-10※扇小学校北側
問合せ：小堺 TEL:2965-7666

●ショートステイ入間やすらぎ
ボランティア募集！●●
私たち職員と一緒に、利用者のみなさんが喜ん
でいただける時間作りのお手伝いをしてみませ
んか。
内 容：①利用者さんのお話し相手
②外出介助③趣味・活動等のイベント等
時 間：随時 ※時間は相談に応じます。
場 所：小谷田 2-2-18（ドイト入間店近く）
問合せ：梅木 TEL:2962-4165

●精神障害者就労支援施設
ボランティア募集！●●

創和ユニット

就労を目指している利用者さんと一緒に、入間
市健康福祉センターで植物の手入れ等を行って
くださる方を募集します。
内 容：健康福祉センターでの館外清掃業務。
除草・芝刈り・剪定・落ち葉清掃等
日 時：月～金曜日 9:00～11:30、13:00～
15:30※この間の１時間以上、週１回で
もかまいません。
場 所：健康福祉センター館庭(上藤沢 730-1)
問合せ：長嶋 TEL:090-6345-2956

●介護老人保健施設

ケアセンターなごみ
ボランティア募集●●

お年寄りとふれあいたい方！お年寄りの喜ぶ
顔がみたい方！福祉に興味がある方！一緒に作

品を作ってみませんか。陶芸のやり方がわかれば
どなたでも大歓迎です！
内 容：陶芸→手動のろくろで作品を作ります。
利用者さん数名+職員１名が対応します。
日 時：第１・３月曜日、火～土曜日
13:30～15:00
場 所：小谷田 1258-1※入間ハート病院隣
問合せ：日高 TEL:2934-5077

●特別養護老人ホーム扇揚苑・扇揚苑デイサ
ービスセンター・扇揚苑グループホーム
ボランティア募集●●
お年寄り大好き！な人待っています。
内 容：①散歩付き添い②利用者さんのお話し相手
③シーツ交換④行事・クラブ活動の簡単
なお手伝い ※見学も随時受付しています。
日 時：月～日曜日
場 所：中神８５３－１
問合せ：岡部 TEL:2935-0123

●聖愛園デイサービスセンター
ボランティア募集●●
デイサービスを知ってみませんか？あなたの
笑顔と元気をお待ちしています！
内 容：利用者さんのお話し相手、レクリエーシ
ョン、趣味活動のお手伝い
日 時：月～金曜日10:00～11:30、14:00～15:00
場 所：二本木 1083-1
問合せ：後藤 TEL:2934-2431

●介護老人保健施設

ゆりの木
ボランティア募集●●

特技を活かしながら高齢者とふれあってみま
せんか。特技がなくてもできることからはじめて
みませんか。
内 容：利用者さんのお話し相手、外出介助
趣味活動のお手伝い
日 時：随時 ※希望がありましたら相談してください。
場 所：宮寺 3187-31 ※入間ハート病院近く
問合せ：上田・杉原 TEL:2934-5055

●地域生活支援センター スペースきずな
ボランティア募集！●●
スペースきずなとは、精神障がいを持った方の
“その人らしい生活”を応援するために生活全般
に関する相談にのり、地域交流活動などを行って
いるところです。
内 容：①談話室でのお話し相手
②各種活動、サークル、イベントの参加など
日 時：お問合せください。
場 所：狭山市鵜の木 28-9
問合せ：増見 TEL:2900-3341

