
 

 

平成３０年５月１０日（木）～ ６月１６日（土） 

申 込 期 間申 込 期 間申 込 期 間申 込 期 間     

体 験 期 間体 験 期 間体 験 期 間体 験 期 間     

平成３０年６月２３日（土）～７月３１日（火） 

平成３０年度 蕨市アクティブシニアの社会参加支援事業 

どんな人がいるのかな？ 活動はどういう事をしてるの？ 

色々な疑問や心配も体験会があるから大丈夫！ 

まずは『体験会』で普段の活動に参加してみましょう。 

あなたの元気の素を⾒つけてください！ 

いきいき100歳体操サポーター みなみ囲碁クラブ 

主催 蕨市・ＮＰＯ法⼈わらび市⺠ネット     共催 蕨市社会福祉協議会 

蕨市シルバー人材センター サークルよみっ子 



 

 

ボランティアや市民活動に興味のある方 

    無無無無        料料料料    

（内容により一部、テキスト代などの実費負担を伴う場合があります。） 

締  切 平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年６６６６月月月月１６１６１６１６日日日日（（（（土土土土））））までまでまでまで 

※定員がある団体については、定員になり次第締め切ります。 

参加申込書にご記入のうえ、わらびネットワークステーション

に直接お申込みください。複数の体験も可能です。     

窓口・電話・ＦＡＸ・メールにて受付いたします。 

募集人数に定員がある場合は先着順とさせていただきます。 

住住住住            所所所所        〒〒〒〒335335335335----0004000400040004    蕨市中央蕨市中央蕨市中央蕨市中央1111----23232323----8888    くるる１Ｆくるる１Ｆくるる１Ｆくるる１Ｆ    

開館日時開館日時開館日時開館日時   火～金 （8：30～21：00）土 ・ 日 （8：30～17:00）  

休  業 日休  業 日休  業 日休  業 日        月曜日（月曜が祝日の場合は、翌日の火曜日も 休日 

                となります。）祝日、年末年始 

Ｔ  Ｅ  ＬＴ  Ｅ  ＬＴ  Ｅ  ＬＴ  Ｅ  Ｌ            048048048048----445445445445----7256  7256  7256  7256      ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ        048048048048----445445445445----7311731173117311    

メ ー ル     メ ー ル     メ ー ル     メ ー ル     warabi-ns@warabi.ne.jp 

ホームページホームページホームページホームページ h�p://www.warabishiminnet.org/ 

参加費用 

申込み締切日 

申込み方法 

応募資格 

氏  名 

ふりがな 

                               （男・女） 

生年月日 大正 ・ 昭和      年        月       日（    歳） 

住  所 

〒 

電話番号 

（自宅） 

（携帯） 

メールアドレス 

  

ボランティア・市民活動体験会 参加申込書 

 整理番号整理番号整理番号整理番号    団体名団体名団体名団体名    希望体験日希望体験日希望体験日希望体験日    

１１１１       

２２２２       

３３３３       

４４４４       

５５５５       

参加を希望する体験メニュー 

体験会 P.1 

※個人情報は体験会の連絡のみ使用し、事業の終了後は適切に処分します。 



 

 

    団体名団体名団体名団体名    体験内容体験内容体験内容体験内容    体験日体験日体験日体験日    時間時間時間時間    活動場所活動場所活動場所活動場所        

1 蕨パソコン支援隊 

毎月10日中央公民館パソコン室開放日のサポートとして、パソコンの使い

方について助言します。まず、見学をしていただいて、可能であればサポー

トをお願いします。 

7/10（火） 13：30～15：30 
中央公民館     

パソコンルーム 
５人程度 

2 書道くらぶ遊  

自分が経験したい筆使いや、書きたい文字を書道として楽しく書く事を

目的とします。                                               

持ち物：書道道具(ない方は貸出します。) 

7/4（水）        

7/18（水）      
10：00～12：00 中央公民館 どなたでも 

3 
蕨市写真連盟       

（旭フォトクラブ） 

例会の写真講評、毎月1回の撮影会、蕨市写真連盟合同写真展、蕨市公

募美術展への参加など。体験は、写真講評もしくは撮影会になります。 
7/7（土） 13：30～16：00 旭町公民館 どなたでも 

4 蕨市「彩の花」 

お花の好きな人、生け花を楽しくいけましょう。初心者の方でも簡単に出

来るように指導します。                                                            

持ち物：花鋏、花合羽、筆記用具 材料費：1,000円 

6/24（日） 13：30～15：30 旭町公民館 ５人まで 

5 
蕨市写真連盟       

（蕨デジタルフォトクラブ） 

例会の写真講評、毎月1回の撮影会、蕨市写真連盟合同写真展、蕨市公

募美術展への参加など。体験は、写真講評もしくは撮影会になります。 

7/12（木）   

7/2６（木） 
13：30～16：00 下蕨公民館 どなたでも 

6 おもちゃの病院 

下蕨公民館おもちゃの病院事業は、おもちゃの修理を通じて子どもたち

に物を大切にする心を育んでいます。子どもとおもちゃが大好きで修理の

技能をお持ちの方、ぜひ一緒に活動しませんか。 

7/15（日） 13：30～15：00 
下蕨公民館      

1Ｆ 講座室 

おもちゃ、傘など

修理が得意な方 

7 ぷちトマトくらぶ 

ぷちトマトくらぶ事業（中央・下蕨・旭町公民館）は小学生を対象に自然に

親しみながら、食物の大切さを学んでもらおうと野菜を育てたり、収穫し

たりしています。小学生に野菜作りの指導をしてくださる方を募集します。 

持ち物：長靴、飲み物、軍手、汚れてもいい服、帽子 

6/30（土）または 
7/7（土）のどちらか

雨天順延 
９：０0～1１：00 下蕨ファミリー菜園 

畑作業に興味の

ある方どなたでも 

中央地区中央地区中央地区中央地区（（（（体験場所体験場所体験場所体験場所：：：：中央公民館中央公民館中央公民館中央公民館、、、、旭町公民館旭町公民館旭町公民館旭町公民館、、、、下蕨公民館下蕨公民館下蕨公民館下蕨公民館、、、、中央近辺中央近辺中央近辺中央近辺などなどなどなど））））    

体験会 P.2 



 

 

    団体名団体名団体名団体名    体験内容体験内容体験内容体験内容    体験日体験日体験日体験日    時間時間時間時間    活動場所活動場所活動場所活動場所        

9 
ＮＰＯ法人障害者の自立

を考えるあしたの会      
らくらく 

障害者と一緒にお弁当を作ります。メニューが決まっているので、どなた
でも大丈夫です。  

持ち物：上履き、マスク 

7/1～7/31      

（月～金曜日） 
8：30～12：00 

らくらく       

（中央7-21-8） 
1日2人まで 

8 蕨中東カンフークラブ  

中国武術（カンフー）の動きを取り入れたどなたにでもできる簡単な体操
です。子どもから大人まで一緒に楽しく練習しています。もっと元気に、
もっと健康になりませんか。 運動の出来る服装、室内シューズでご参加く
ださい。   持ち物：タオル、飲み物 

6/23、6/30、7/7、

7/14、7/21、7/28  

（全て土曜日）  

11：00～12：30 
 中央東小学校     

体育館 
10人 

中央地区中央地区中央地区中央地区（（（（体験場所体験場所体験場所体験場所：：：：中央公民館中央公民館中央公民館中央公民館、、、、旭町公民館旭町公民館旭町公民館旭町公民館、、、、下蕨公民館下蕨公民館下蕨公民館下蕨公民館、、、、中央近辺中央近辺中央近辺中央近辺などなどなどなど））））    

    団体名団体名団体名団体名    体験内容体験内容体験内容体験内容    体験日体験日体験日体験日    時間時間時間時間    活動場所活動場所活動場所活動場所        

1０ 
埼玉県ディスコン協会    

さいたま支部          
ディスコンさいたま 

赤と青の2チームに分かれ、１チーム6枚のディスク（円盤）を黄の的にいか
に近づけるかを競う誰でも簡単にできるニュースポーツです。子どもから
高齢者まで老若男女多世代で楽しめます。地域での仲間づくり、介護予
防、普及活動に努めています。   

持ち物：タオル、飲み物 

6/27（水） 

7/18（水） 
14：00～16：30 

中央公民館     

1Ｆ 集会室 
24人まで 

11 
ＮＰＯ法人ワールド・     

サポート・プロジェクト 

香り豊かでフルーティーなラオスコーヒーをご紹介し、ドリップコーヒーの淹
れ方を伝授します。そしてラオスでの国際交流のお話もします。 

持ち物：マイコーヒーカップ（あればご持参下さい。）  
材料費：500円  

7/15（日） 13：30～15：30 
旭町公民館      

調理室 

コーヒー好きの方  

１５人 

12 
特定非営利活動法人 

フラワーセラピー      
研究会 埼玉支部 

フラワーセラピー教室。プリザーブトフラワーなどを使った自由で簡単なフ
ラワー作品づくり                                                     
持ち物：はさみ、エプロン、作品持ち帰り袋   材料費：1,800円   

6/22（金）        13：00～15：30 
中央公民館     

講座会議室 
どなたでも 

13 
一般社団法人          
埼玉いえ・まち      

再生会議 

福祉の対象にならない元気な高齢者の住まい環境にも                    

イ）住まいの維持の費用、 ロ）修理費用と依頼先、 ハ）住まなくなりそう

な自宅のあり方等の問題があります。これらに非営利団体として活動す

る仲間を求めています。 

7/5(木） 18：00～20：00 

いえ・まち再生   

サロン味才     

（北浦和駅） 

2～3人 

蕨市外蕨市外蕨市外蕨市外のののの団体団体団体団体（（（（体験場所体験場所体験場所体験場所：：：：中央公民館中央公民館中央公民館中央公民館、、、、旭町公民館旭町公民館旭町公民館旭町公民館、、、、北浦和北浦和北浦和北浦和            ※※※※普段普段普段普段のののの活動活動活動活動はははは蕨市外蕨市外蕨市外蕨市外になりますになりますになりますになります））））    

体験会 P.3 



 

 

南町地区南町地区南町地区南町地区（（（（体験場所体験場所体験場所体験場所：：：：南公民館南公民館南公民館南公民館））））    

    団体名団体名団体名団体名    体験内容体験内容体験内容体験内容    体験日体験日体験日体験日    時間時間時間時間    活動場所活動場所活動場所活動場所        

1４ みなみ囲碁クラブ 
毎週火曜日、級位者から有段者まで点数制による自由対局です。新年会

（食事会）、温泉打碁（希望者のみ）の企画もあります。 

 6/26、7/3、7/10 

7/17、7/24、7/31

（全て火曜日）            

9：30～13：00 南公民館 どなたでも 

1５ 点字サークル「あじさい」 

点字の成り立ちを学んだあとに、点字の一覧表を見ながら、点字でご自

身の名刺を作ります。作った名刺を視覚障害者の方に手で読んでもらい

ます。  ※社会福祉協議会主催「はじめてのボランティア」プログラムで

の体験となります。申込は６/１より社協（０４８－４３３－１９１５）にて受付。 

8/24(金）   10：00～12：00  南公民館 どなたでも 

1６ 
蕨市写真連盟        

（蕨南フォトクラブ） 

例会の写真講評、毎月1回の撮影会、蕨市写真連盟合同写真展、蕨市公

募美術展への参加など。体験は、写真講評もしくは撮影会になります。 
7/1（日） 13：30～16：00 南公民館 どなたでも 

北町地区北町地区北町地区北町地区    （（（（体験場所体験場所体験場所体験場所：：：：北町公民館北町公民館北町公民館北町公民館、、、、市民体育館市民体育館市民体育館市民体育館、、、、北町近辺北町近辺北町近辺北町近辺））））    

    団体名団体名団体名団体名    体験内容体験内容体験内容体験内容    体験日体験日体験日体験日    時間時間時間時間    活動場所活動場所活動場所活動場所        

1７ 絵手紙ありす 
送る相手を想って楽しい絵手紙を送ることをモットーにして作ります。 

持ち物：筆記用具、絵手紙道具一式（ある方）  参加費：100円 

6/25（月）  

7/9（月） 
13：30～15：30 北町公民館 どなたでも 

1８ 健康太極拳わかば 

入門太極拳、初級太極拳。日頃あまり身体を動かさない方の健康のため

太極拳の動きを取り入れ入門太極拳から始め、少しずつレベルを上げて

いきます。   

持ち物：運動のできる服装、上履き 

7/16（月・祝） 9：00～11：00 市民体育館 どなたでも 

１９ 

社会福祉法人寧幸会 

特別養護老人ホーム 

蕨サンクチュアリ 

老人ホームでの生活をサポートするため、洗濯物たたみ、施設内清掃、庭
の草むしり等の作業や利用者との話し相手、クラブ活動の参加を通して
のふれあい。 体操着、ジャージなどの動きやすい服装、かかとのある運
動靴で参加ください。   

持ち物：タオル、飲み物 

随時（応相談） 随時（応相談） 

蕨、第２蕨       

サンクチュアリ      

デイサービス 

5人 

2０ 
傾聴ボランティア        

さわやか会 

傾聴ボランティアの実践活動を最初30分程、打合せをした後に行います。

高齢者のお話に耳を傾けて聴いて下さる方を募集します。 

6/26（火） 

7/24（火）     
９：３０～11：00 蕨サンクチュアリ どなたでも 

体験会 P.4 



 

 

錦町地区錦町地区錦町地区錦町地区（（（（体験場所体験場所体験場所体験場所：：：：西公民館西公民館西公民館西公民館、、、、総合社会福祉総合社会福祉総合社会福祉総合社会福祉センターセンターセンターセンター、、、、錦町近辺錦町近辺錦町近辺錦町近辺））））    

    団体名団体名団体名団体名    体験内容体験内容体験内容体験内容    体験日体験日体験日体験日    時間時間時間時間    活動場所活動場所活動場所活動場所        

2１ 
 蕨双子織を広める会

錦町双子織夢工房 

蕨の双子織を使ってアクセサリー、小物や和装品など生活にゆとりをもた

らす和の世界を創作します。                                    

持ち物：筆記用具 材料費：1,000円以内 

7/17（火） 10：00～12：00 西公民館 1０人 

2２ 埼玉岳精会 

埼玉岳精会では、南・西・中央・東公民館で詩吟（漢詩、現代詩、短歌、俳

句等）の練習をしています。それぞれ活動時間は違います。詳しくは、見本

市、体験会でご案内します。 

7/12（木）     

7/26（木） 
10：00～12：00 西公民館 どなたでも 

2３ 男性料理クラブ 
先生の作ったレシピにて料理します。材料の買い出しもします。               

持ち物：エプロン、バンダナ 参加費：１,５００円（欠席の場合も５００円徴収） 
7/14（土） 9：00～13：00 西公民館 5人まで 

2４ 
紙芝居の会           

ケセランパサラン 

西公民館の勉強会で紙芝居の練習をした後、第２、４土曜日、第３日曜日

のいずれかで図書館で行っているおはなし会に参加していただきます。  

持ち物：筆記用具 

7/11（水） 13：00～15：00 西公民館 どなたでも 

2５ 
蕨市写真連盟        

（蕨西フォトクラブ） 

例会の写真講評、毎月1回の撮影会、蕨市写真連盟合同写真展、蕨市公

募美術展への参加など。体験は、写真講評もしくは撮影会になります。 
7/4（水） 13：30～16：00 西公民館 どなたでも 

2６ 

蕨市総合社会福祉センター 

地域活動支援センター   

ドリーマ松原 

身体、知的、精神障害の方々と一緒に体操やスポーツレクを通し体を動か

し、脳トレで頭を使って考えることを養います。年齢も様々な人との交流を

通して社会性を身につけていただくためのお手伝いをします。              

持ち物：筆記用具、動きやすい服装、飲み物 食事代：500円 

7/18（水） 10：00～15：00 
総合社会福祉センター         

ドリーマ松原 
３人 

2７ 拡大写本グループ 
『広報蕨』を拡大写本した原稿をまとめ製本する活動です。写本と製本の

体験をしていただきます。一緒に活動して下さる方、広く募集します。 
7/9（月） 13：00～16：00 

総合社会福祉センター

（錦町3-3-27 ） 
5人 

2８ 
夕方からの居場所   

づくり「ぽっかぽか」 

親が忙しく夕方ひとりで食事をしたり、夜遅くまで留守番をしている子ど

もの居場所づくりをしています。子どもの学習をちょっとサポートしたり、遊

びの相手をしたり、料理の手伝いをしてくれる方を募集します。                           

持ち物：エプロン、三角布、タオル 食事代：300円 

6/28、7/12、7/26   

（全て木曜日） 
16：00～２０：３０ 

郷町会会館     

（錦町2-１４-8）  
どなたでも 

２９ 
外遊びを考える会     

「どろんこの王様」 

子どもたちが自由に外遊び出来ない時代です。外遊びの必要性について

一緒に考え、遊びを見守ることを体験します。（遊びの相手、遊びの指導

ではありません。） 

7/21（土） 10：00～15：00 
錦町6丁目ちびっこ

広場Ｎｏ．３４ 
どなたでも 
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    団体名団体名団体名団体名    体験内容体験内容体験内容体験内容    体験日体験日体験日体験日    時間時間時間時間    活動場所活動場所活動場所活動場所        

3０ 
蕨双子織を広める会  

塚越双子織夢工房 

蕨の双子織を使ってアクセサリー、小物や和装品など生活にゆとりをもたら
す和の世界を創作します。 

持ち物：筆記用具  材料費：1,000円以内 

7/12（木） 13：00～15：00 けやき荘 60歳以上 １０人 

3１ ３Ｂ体操 

３つの用具（ボール、ベル、ベルダー）を使用して、音楽に合わせて体を動か
します。脳トレ、ダンス、遊びを取り入れて仲間と一緒に老化予防をします。 

持ち物：バスタオル、飲み物、動きやすい服装、靴                    
用具代：300円 

7/4、7/11、7/18

（全て水曜日） 
10：00～11：30 東公民館  ５人 

3２ フルートクラブ ラルジュ 

学生時代にフルートはやったものの、また吹きたくなった、あるいは、憧れの
フルートをやってみたい、みんなと仲良くアンサンブルをしてみたい方、一緒
にアンサンブルを体験できます。         

持ち物：フルート、譜面台 

6/26、7/3、7/10 

7/17、7/24、7/31

（全て火曜日） 

19：30～21：00 東公民館 ４人 

3３ 健康太極拳わかば 

入門太極拳、初級太極拳。日頃あまり身体を動かさない方の健康のため

太極拳の動きを取り入れ入門太極拳から始め、少しずつレベルを上げてい

きます。      

持ち物：運動のできる服装、上履き 

７/14（土） 14：00～16：00 東公民館 どなたでも 

3４ サークルよみっ子 
お話会を開催するための準備からお手伝いをしていただきます。お話会は

見学をしてもらい、片付けなども一緒に行います。 
7/21（土） 13：00～16：00 東公民館 

60代までの女性 

2人 

3５ 
蕨市聴覚障害者協会・ 

蕨手話サークル 

日常使われる簡単な手話の体験、楽しい手話のゲームや歌を通して聞こ
えない方々と交流します。                                                  
持ち物：筆記用具 

6/23（土） 10：00～12：00 東公民館 どなたでも 

3６ 暁斎塾             
（河鍋暁斎記念美術館サポート） 

河鍋暁斎記念美術館館長の河鍋楠美氏による、ここでしか聞けない暁斎

の秘話などを聞いて、暁斎の魅力とその画力について知る勉強会。   

 持ち物：筆記用具  参加費：500円 

6/23（土）  14：00～16：00 
スペース暁斎   

（蕨眼科３Ｆ          
塚越2-3-12） 

20人 

3７ 白うさぎのいえ 
子どもシェルター準備のため、定期的に行っている交流会をブックカフェで
開催。特別に児童虐待の問題に取り組むライターの今一生氏のトークも聴
けます。 （１オーダー、実費負担） 

6/23（土） 
14：00～            

トーク＆朗読会 
15：00～交流会    

ブックカフェ      
しばしば舎      

（川口市芝新町8-13） 

児童虐待などに 

関心のある方 

塚越地区塚越地区塚越地区塚越地区（（（（体験場所体験場所体験場所体験場所：：：：東公民館東公民館東公民館東公民館、、、、けやきけやきけやきけやき荘荘荘荘、、、、蕨駅東口近辺蕨駅東口近辺蕨駅東口近辺蕨駅東口近辺））））    
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    団体名団体名団体名団体名    体験内容体験内容体験内容体験内容    体験日体験日体験日体験日    時間時間時間時間    活動場所活動場所活動場所活動場所        

3８ 
蕨市シルバー        
人材センター 

清掃作業・植木の手入れ・公共施設管理・ちらし配布・軽作業などを行っ
ています。登録制のため、説明会（シルバー人材センターの仕組み・考え
方・仕事のやり方等）に参加をお願いします。 

新規会員説明会
6/20（水）      

7/25（水） 

9：30～12：00 
シルバー人材   

センター事務所 

60歳以上で健康
で働く意欲、体力

のある方      
（事前申込必要） 

３９ 
パルシステム埼玉       

いきいきネットワーク 

出産前後や病気、けが、ご高齢等の方の、暮らしの中のちょっとした困り
ごとをお手伝いします。お手伝いを始めるには説明会へ参加いただき、応
援者登録が必要です。生協の仕組みや助け合い活動の考え方を学び、
活動の流れや決まりなどを説明します。                                              
持ち物：筆記用具、印鑑（※登録を希望する方） 

説明会 

7/3（火） 
10：00～12：00 

文化ホールくるる 
会議室 

登録いただく場合
は生協への加入が

必要 

10人 

4０ 
わらびファミリー          
サポートセンター 

子どもを預かる有償ボランティアの会員組織です。会員になる為の説明
と保育・事故防止の講習を受けていただき登録ができます。子育て支援
に興味のある方、是非ご参加ください。 

持ち物：写真2枚（たて３ｃｍ×よこ２．４ｃｍ）、印鑑  ※登録を希望する方 

7/10（火）  9：00～12：00 
東公民館        

２Ｆ 小会議室 

おおよそ       
20歳～70歳の方  

だれでも 

4２ ＮＰＯ法人ふうせん 
蕨市内や近郊市を中心に、講座などで必要な託児を請負っています。活
動の仕方や登録などについて説明会を行います。有償ボランティアです。                   
持ち物：筆記用具 

6/26（火） 10：30～12：00 中央公民館 女性のみ 

4１ 
塚越小学校区       

放課後子ども教室 

子どもの勉強を見たり、一緒に遊んだり、体験活動をしたり、子どもが安
全に遊べるように見守り活動をしていただきます。動きやすい服装でご参
加ください。 

7/2（月） 

7/9（月） 
14：00～17：00 塚越小学校 子どもが好きな方 

有償有償有償有償ボランティアなどボランティアなどボランティアなどボランティアなど（（（（説明会説明会説明会説明会：：：：蕨市内蕨市内蕨市内蕨市内））））    

そのそのそのその他他他他    （（（（体験会体験会体験会体験会はないけれどはないけれどはないけれどはないけれど、、、、今後募集開始予定今後募集開始予定今後募集開始予定今後募集開始予定もしくはもしくはもしくはもしくは、、、、随時募集随時募集随時募集随時募集しているものしているものしているものしているもの））））    

    団体名団体名団体名団体名    活動内容活動内容活動内容活動内容    募集詳細募集詳細募集詳細募集詳細    

4３ 蕨市役所介護保険室 

高齢者が無理なく続けられる介護予防体操「いきいき百歳体操」の指導をする介護予防サポー
ターを募集しています。「介護予防サポーター養成講座」を受講していただいた後、市内各地の教
室で、体操指導のボランティアに携わっていただきます。                                         
持ち物：運動のできる服装・靴、飲み物、筆記用具  

介護予防サポーター養成講座                  
9/5～11/7（全8回 水曜日）13：30～15：30       

会場：中央公民館 募集人数：30人              
（広報紙でも募集します）  

4４ 
蕨市役所           

生涯学習スポーツ課 

市民の体力向上や生涯スポーツ活動の推進を図るため、体育協会やレクリエーション協会などス
ポーツ・レクリエーション活動の振興に大きな役割を担っている団体の活動の支援をしています。武
術太極拳や弓道、登山、健康体操やグラウンドゴルフなど様々な加盟団体が、日頃よりスポーツ・
レクリエーション活動に励んでおります。 

行事や団体について詳しくは、生涯学習スポーツ課 

  までお問合せ下さい。（電話 048-433-7730） 
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    団体名団体名団体名団体名    活動内容活動内容活動内容活動内容    募集詳細募集詳細募集詳細募集詳細    

4５ 蕨市役所・政策企画室 
1964年の東京オリンピック聖火リレーで中山道などがコースとなった当時の写真を展示します。 
埼玉県では2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、会場までの道案内や地域を紹
介する都市ボランティアを今年の夏頃に募集する予定です。  

埼玉県オリンピック・パラリンピック課公式ホームページを
ご覧ください。 
■検索キーワード「埼玉県 2020」  

4６ 
埼玉県ラグビーワールド

カップ2019大会課 

アジアで初めて開催されるラグビーワールドカップ2019日本大会に向けて、ボランティアを募集
中です。この世界的なイベントにかかわることができる貴重な機会です。皆さまのご応募をお待
ちしております。 

ボランティア募集に係る詳細はラグビーワールドカップ
2019公式ホームページをご覧ください。 

（URL）https://www.rugbyworldcup.com/volunteers 

4７ 蕨市社会福祉協議会 
市内に住む高齢者のちょっとした困り事をお手伝いする有償ボランティアサービスです。会員登
録のための説明会を随時行っていますので、興味のある方はご連絡ください。 

新規会員説明会 随時（応相談） 

 市内在住20歳以上の方   連絡先：048-443-6051 

4８ 
蕨市地域女性団体     

連絡協議会 
市内５団体（旭町、あけぼの、北四にじ、中５御殿、若葉）で各地区の地域に応じて「明るい元気
の和」を更に広げ、地域コミュニティづくりに参加してくれる方をお待ちしています。 

随時募集 

連絡先：090-1704-7188（岡本）  

４９ 蕨更生保護女性会 
罪を犯した人や、非行をした少年の立ち直りを支援し、心豊かに生きられる明るい社会作りを目
指して活動している自主的な組織です。また、青少年の健全な育成を助け、子育て支援活動に
も取り組んでいるボランティア団体です。 

随時募集 

連絡先：090-1211-9756（斎藤）                                                             

    団体名団体名団体名団体名    活動内容活動内容活動内容活動内容    

5０ 笑楽日塾 50代から70代までの様々な経歴をもった男性が集まっています。毎日学んで、楽しく笑って日々元気に暮らすをモットーに活動しています。 

5１ 社会福祉法人希求会きらり 
私たちは、障害を持った方たちが様々な活動を通して一人一人の個性と創造性を育み、地域社会の中でより豊かに生活できるように支援すると
ともに、さをり織り製品・手作りアクセサリーなどの自主生産品作りを通してものづくりの楽しさや、達成感を感じられるよう取り組んでいます。 

5２ 埼玉県地域デビュー楽しみ隊 
アクティブシニアに向けて地域活動の楽しさを発信し、地域の人々の笑顔を生み出します。地域活動を通して『自分の知識や経験を生かす』『様々
な人との出会い』『充実した時間を過ごす』『心も体も健康でいること』『地域の課題を解決する』の5つのことをとことん楽しみます！ 

5３ 蕨市役所・医療保険課 
蕨市では、国民健康保険及び後期高齢者医療制度に加入の方を対象に、生活習慣病の早期発見、予防を目的とした健康診査を実施しておりま
す。毎年健診を受診して、しっかり健康管理しましょう。 

5４ 旭まちづくり夢工房 
旭町地区・西口駅前開発や街づくりに声をあげていく活動をしています。現在第4日曜日ににぎわいを創出、商店街の活性化のお手伝いとして

「旭ピアロードの会にぎわいの夕べ」で模擬店を開催しています。街づくりについて学習会も行っています。会員は随時募集 

見本市見本市見本市見本市のみのみのみのみ参加参加参加参加    （（（（体験会体験会体験会体験会なしなしなしなし））））    
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       見本市見本市見本市見本市６６６６月月月月１６１６１６１６日日日日（（（（土土土土）））） 

      見本市当日には、市内外の 

５０５０５０５０団体団体団体団体のＰＲＰＲＰＲＰＲパネルパネルパネルパネルが会場に並びます！ 

  

 また特別パネル展として 

６６６６月月月月１０１０１０１０日日日日（（（（日日日日）～）～）～）～６６６６月月月月２２２２２２２２日日日日（（（（金金金金））））    

蕨市立中央公民館中ロビーにて３２３２３２３２団体団体団体団体の   

ＰＲＰＲＰＲＰＲパネルパネルパネルパネルが並びます！また、特別パネル展

「連動企画」として体験会も開催！！！ 

6月19日（火） 

10:00～12:00 

蕨双子織を広める会      

塚越・錦町双子織夢工房 

千鳥扇子づくり 

材料費：1,000円 持ち物：はさみ 

定員４０人 

6月19日（火） 

13:00～16:00 

３Ｂ体操 

３つの器具を使って体操します。    

参加費：300円（用具代） 

どなたでも 

6月22日（金） 

10:30～12:00 

埼玉岳精会 漢詩、現代詩、短歌、俳句などの練習 どなたでも 

6月22日（金） 

13:00～15:30 

特定非営利活動法人    

フラワーセラピー研究会  

埼玉支部 

プリザーブドフラワーなどを使った自由で 

簡単なフラワー作品づくり                   

材料費：1,800円 

どなたでも 

連動企画体験講座連動企画体験講座連動企画体験講座連動企画体験講座    開催場所：蕨市立中央公民館開催場所：蕨市立中央公民館開催場所：蕨市立中央公民館開催場所：蕨市立中央公民館    １Ｆ講座会議室１Ｆ講座会議室１Ｆ講座会議室１Ｆ講座会議室    

    販販販販    売売売売    
 片品村産直野菜 

    …旭まちづくり夢工房 
 手芸品 
…NPO法人障害者の自立を考えるあしたの会らくらく            

 雑貨 …社会福祉法人希求会きらり 

                                模 擬 店模 擬 店模 擬 店模 擬 店    
 軽食…蕨市地域女性団体連絡協議会 
 ラオスコーヒー・チョコレート 
 …NPO法人ワールド・サポート・プロジェクト 
 ココロと身体の癒し処「気まぐれカフェ」 
 …コミュニティカフェを体験しませんか？ 

  コミュニティナースとハーバルセラピストが 

  健やかな暮らしのヒントと美味しいお茶を提供 

  します。（見本市お試し出店） 

    ステージステージステージステージ発表発表発表発表はこちらのはこちらのはこちらのはこちらの団体団体団体団体！！！！    

  詩吟…埼玉岳精会（西吟友会） 

  活動ＰＲ…蕨市シルバー人材センター 

活動報告…一般社団法人埼玉いえ・まち・再生会議 

演武…健康太極拳わかば 

フルート演奏…フルートクラブラルジュ 

手話体験（指導）…蕨手話サークル・蕨市聴覚障害者協会 

つながるバンク 

講座「さくらのピンチ」…和田正人（樹木医） 

オカリナ演奏…奏志朗（北澤晴男） 
※「つながるバンク」とは資格、特技、経歴などを活かして 

 活動をしたい方が登録している蕨市の「人材バンク」です。 

    見本市当日見本市当日見本市当日見本市当日にににに次次次次のののの体験体験体験体験ができますができますができますができます！！！！    
  生け花体験（材料費500円）…蕨市「彩の花」 

  書道体験…書道くらぶ遊 

傾聴のロールプレイ…蕨傾聴ボランティアさわやか会 

カメラ操作・メディアからのIN,OUTプット…蕨市写真連盟 

点字体験…点字サークル「あじさい」 

ディスコンゲーム…埼玉県ディスコン協会さいたま支部 

絵手紙作成体験…絵手紙ありす 

囲碁対局（メンバー対局、ＡＩ対局）…みなみ囲碁クラブ 

手話体験（指導）…蕨手話サークル・蕨市聴覚障害者協会 

つながるバンク 

ビーズアクセサリー…川端禮子 

申込み期間 5月10日（木）～6月15日（金）  

申込み先    わらびネットワークステーション TEL/ 048-445-7256 ＦＡＸ/ 048-445-7311    

                   ①ご希望の講座名 ②お名前 ③ご住所 ④お電話番号をお知らせください。 
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蕨市民会館・蕨市立中央公民館案内図蕨市民会館・蕨市立中央公民館案内図蕨市民会館・蕨市立中央公民館案内図蕨市民会館・蕨市立中央公民館案内図    

 講師 林家たい平⽒ 埼⽟県地域デビュー楽しみ隊隊⻑ 

〒335-0004 蕨市中央4-21-29  

１９６４年１２月６日生まれ、埼玉県秩父市出身。武蔵野美術

大学造形学部を卒業後、昭和６３年林家こん平師匠に入門。 

日本テレビ「笑点」大喜利メンバーとして活躍。       

明るく元気な林家伝統のサービス精神を受け継ぎながらも、古

典落語を現代に広めるために努力を続け、落語の楽しさを伝え

ている。独演会を中心に全国で数多くの落語会を行い、これか

らの落語界を担う、今もっとも注目を浴びる落語家。 

林家林家林家林家たいたいたいたい平氏講演会参加方法平氏講演会参加方法平氏講演会参加方法平氏講演会参加方法    

    

①６月１６日（土）の見本市に参加しよう！ 

 

②見本市の参加団体で、興味のあるブー

スでお話を聞いたり、体験をしてシールを

もらおう！（３団体） 

 

③受付で配布するスタンプラリー用紙に

シールを貼って講演会の座席指定券と 

交換しよう！（（（（13131313：：：：30303030～なくなり次第終了）～なくなり次第終了）～なくなり次第終了）～なくなり次第終了） 

 

④１６時１０分以降順番に会場へ入場。 

⾒本市 P.1 

コンクレレホール 
 ＜16：30〜18：00＞講演会  

『笑顔のもとに笑顔が集まる』 
講師 林家たい平⽒ 
手話通訳・要約筆記あり 
右記の参加方法を参照 

 ⾒本市参加した方優先！ 

ホールロビー 
パネル展示・体験・実演 

正面ロビー 
パネル展示 

体験・実演・相談 
ワークショップ 

集会室  
パネル展示 

ステージ発表・カフェ      

中ロビー 
パネル展示 
体験・カフェ 

講座会議室 
販売 

模擬店 

パソコン 
ルーム 

体験・実演 

正面玄関 



 

 

平成３０年度 蕨市アクティブシニアの社会参加支援事業 

 

あなたの元気の素がきっとみつかる 

蕨市内外の５０を超える団体が集合！パネル展⽰、ステージ発表、販売、模擬店、体験、実演など⾒て、感じられる！ 

蕨市教育委員会 蕨市町会長連絡協議会 蕨市コミュニティ運営協議会 蕨市体育協会 

蕨市高齢者クラブ連合会 蕨市地域女性団体連絡協議会  蕨市レクリエーション協会 

＜手話通訳・要約筆記あり＞＜手話通訳・要約筆記あり＞＜手話通訳・要約筆記あり＞＜手話通訳・要約筆記あり＞    

入場無料入場無料入場無料入場無料                                                                                                                                        

見本市のスタンプラリーに参加された方、優先で先着順。見本市のスタンプラリーに参加された方、優先で先着順。見本市のスタンプラリーに参加された方、優先で先着順。見本市のスタンプラリーに参加された方、優先で先着順。                                                            

座席指定券は枚数制限あり。詳細は見本市Ｐ．１をご覧ください。座席指定券は枚数制限あり。詳細は見本市Ｐ．１をご覧ください。座席指定券は枚数制限あり。詳細は見本市Ｐ．１をご覧ください。座席指定券は枚数制限あり。詳細は見本市Ｐ．１をご覧ください。 

後 援後 援後 援後 援    

    主 催 主 催 主 催 主 催     NPO法人わらび市民ネット・蕨市  共 催共 催共 催共 催    蕨市社会福祉協議会    


