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ボランティア募集・団体情報
WEB版

ボランティア名・団体名 活動場所 活動内容 備考No 活動日

所沢市

高齢者に対する活動

NPO 法人 エイジングサポート 所沢市内全域 高齢者の生活支援事業（家事・植
栽・生活等の援助） 介護者の生活
支援事業（訪問介護・介護タク
シー等） 高齢者の送迎支援事業
（一般送迎・介護送迎介助） 高齢
者の情報提供・処理事業（介護申
請・税務・年金申請等の処理）

1 年中無休（正月除く） 所沢市 5417

NPO 法人ｱｸｾｼﾌﾞﾙｻﾎﾟｰﾄさいたま 所沢市市民活動支援
センター

(1)e-AT(福祉情報技術)に関する
普及支援(2)地域及び高齢者等の
情報生活に関する支援(3)高齢
者、障害者 等の社会参加の促進
(4)情報生活に関する情報の収集
及び発信

2 毎月第 1・第 3 月曜
日午後

所沢市 5451

NPO 法人ﾅﾙｸ（NALC）埼玉西 定例会 新所沢公民館 
活動先によって異なる
(所沢市内)

家事援助、買い物や散歩、植木の
手入れ、病院等の送迎・子育て支
援 ・お話し相手等

3 定例会(毎月第水曜
日)　　13：00～15：00
（原則）

所沢市 5452

ＮＰＯ法人所沢市思い出語りの会 打ち合わせの上で決
定

高齢者、介護者、被介護者（語り
手）などの思い出語りに耳を傾け
て聴くことにより語 り手、聞き手相
互の脳の活性化を図る

4 打ち合わせの上決定 所沢市 5421

ささえあう地域づくりの会 並木公民館 ①定例会（報告・情報交換他）②
公民館ロビーにて、図書・資料
コーナーの開設（地域 住民への
貸し出し、“ご存知ですか？情報
提示（持ち帰り可）③地域ケア会
議出席④公開 講座、勉強会、見
学会等

5 毎週水曜日 9：30～
11：00（～13：００）＊
要確認

所沢市 5425

ふらっとの会 社会福祉協議会会議
室

会員相互の親睦、ボランティア活
動

6 所沢市 5424

2018/03/17 ボランティアの募集と、地域で活動される団体の情報を掲載しています。
問合せは、公益財団法人いきいき埼玉０４８－７２８－７１１６　までお願いします。

1/11 P



ボランティア名・団体名 活動場所 活動内容 備考No 活動日

ふれあいあきつ 北秋津集会所 日中単身高齢者（地域の）との会
食サービスと年３回の昼食会・年
１回の交 流会。また、町内の活動
にも参加し交流する

7 毎週月曜日・木曜日
　９：００～１４：００

所沢市 5436

ボランティアグループやすらぎ会 上安松市営住宅集会
室 サンアビリティーズ

上安松地区に住んでいる高齢者
の方を対象に昼食会を開き、地域
で元気に 過ごせるように交流の
場、仲間づくりの場を作る

8 毎週月曜日（１０時～
１４時） 年間 2 回サン
アビリティーズ

所沢市 5445

みんなボランティアほっとほっと ほっとほっと西狭山ヶ
丘 1-3116-3

地域に暮らす高齢者・障がい者が
閉じこもる事なく、元気で過ごして
いただく為の 憩いの場の提供。

9 第１・３土曜日、第２・
３・４水曜日

所沢市 5416

旭町いきいきサポーター 旭町公民館 高齢化や体力の低下で外出や社
会参加が減少した方々に、この会
に（体操・ゲーム・茶話会等）参 加
して頂く事で、体力の低下を緩や
かにし、近隣との交流で閉じこもり
防止に役立てて、会への参 加を
習慣化する事で生活のリズムを整
え、意欲が高まる事をきたいして
いる。

10 毎月第４火曜日 １３：
００～１５：３０

所沢市 5418

宮本町いきいきサポーター 宮本町会館 高齢化や体力の低下で外出や社
会参加の機会が減少した方々に、
この会で体操や茶話会に参加して
いだだくことで、体力の低下 を緩
やかにし、近隣との交流を持つこ
とで閉じこもり予防のきっかけを作
り、また、会への参加を習慣化す
ることで生活のリズ ムを整えたり
意欲の高まることを期待している。
サポーターは会の運営にかかわ
ることで健康なときから健康の保
持・増進とな る上、災害弱者への
思いやりの醸成につなげられる。

11 毎月第３水曜日 所沢市 5437

2018/03/17 ボランティアの募集と、地域で活動される団体の情報を掲載しています。
問合せは、公益財団法人いきいき埼玉０４８－７２８－７１１６　までお願いします。
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ボランティア名・団体名 活動場所 活動内容 備考No 活動日

山口ふれあいの会 まちづくりセンター（公
民館）地区内自治（町
内）会館

70 才以上の高齢者を対象に出来
るだけ外出して家に閉じこもること
のないように、仲 間づくりの場を
提供して明るく元気に生活してもら
う手助けをすること

12 運営委員会（月１回 
火曜日） 昼食会 10 
月・茶話会６月・３月

所沢市 5426

新所沢ボランティアグループふく
じゅそう

新所沢公民館ほか（そ
れぞれの部によって日
時が決まる）

【会食会】単身高齢者の方を対象
に、公民館において食事会を行い
ます。 【手作り品の制作】献品され
た布を利用して、プレゼントなどの
制作。 【サロンの運営】緑町のデ
イサービスセンターの一室におい
て、引きこもり がちな方への茶話
会。

13 それぞれの部によっ
て日時が決まる

所沢市 5412

星の宮サロン 星の宮会館 地域住民が思いやりの心で支え
合い、高齢者、障害者、児童等が
安心して健 康で暮らせるまちづく
りの推進。

14 毎月第３水曜日 １３：
００～１６：００（原則）

所沢市 5422

椿峰まちづくり協議会 買い物定期
便部会

スーパー「ベルク山口
店」及び 「ヤオコー椿
峰店」

高齢者及び身体の不自由な方を
対象に、ボランティア各人が所有
する自家用 車でご自宅まで搬送
する活動

15 水、土曜 10 ：00～ 
11 ：30、13：00～15：
00

所沢市 5450

緑町けやきの会 新所沢公民館他 地域の高齢者、障害者との交流
（懇談会、会食会）・高齢者の見守
り他

16 所沢市 5423

障がい者（児）に対する活動　

サンダーバード サンアビリティーズ体
育館

主に知的障がい者と、健康促進と
心の交流を目指します。

17 毎月第 2・第 4 日曜
日（１３：００～１７：
００）

所沢市 5415

拡大写本所沢はなびら 社会福祉協議会会議
室

視力の弱い児童・生徒を対象に、
教科書を手書きやパソコンで拡
大、製本して 作成、提供している

18 第 2 金曜日、第 4 水
曜日10：00～15：00

所沢市 5413

2018/03/17 ボランティアの募集と、地域で活動される団体の情報を掲載しています。
問合せは、公益財団法人いきいき埼玉０４８－７２８－７１１６　までお願いします。
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ボランティア名・団体名 活動場所 活動内容 備考No 活動日

失語症者を支えるボランティアの
会

市保健センター、サン
アビリティーズ

保健センターにおける集団言語 
訓練及び茶道・書道を通して生活
に楽しみをもたらす文化サークル
のサポート

19 第２木曜日、第１土曜
日、第３土曜日

所沢市 5431

手話サークル 一二三 社会福祉協議会会議
室

聴覚障がい者との交流・情報交
換、手話の技術の向上のための
学習会、社会 福祉協議会の事業
への協力

20 毎週金曜日14:00～
16:00

所沢市 5427

手話ダンス･トトロ 社会福祉協議会 和室 手話ダンスを通じて手話を学び、
必要とする技術を学び、歌にリズ
ムにと楽しみながら、各地にボラ 
ンティアにいける様に、活動

21 毎月 2 回 第１・第３
金曜日

所沢市 5419

所沢・発達障害児を支援する会 よ
つばくらぶ

新所沢公民館 軽度の発達障害児の支援。年齢
や規模のさまざまなグループ活
動・全体レクリェーション（スポー
ツ・音楽などのプログラムを組み 
合わせて行なう）

22 月２～３回 所沢市 5439

所沢ボランティアグループ ふれあ
い

社会福祉協議会会議
室

社会福祉の増進 に資することを
目的とする。具体的には障がい者
お茶会、ガイドボランティア、学校
での福祉学習の参加等。

23 定例会 毎月第 1 月
曜日、第 2 金曜日、
第 2 火曜日

所沢市 5429

所沢音訳ボランティアグループ そ
よかぜ

社会福祉協議会会議
室

それぞれの団体から依頼を受け
た定期刊行物の音訳（デイジー
CD およびテープ）の作成 と送
付 ・個人依頼デイジーの CD の
作成 ・所沢市社会福祉協議会お
よび所沢市ボランティア連絡協議
会の行事への参加

24 第4木曜日 １３：３０～
１５：３０（例会）、作業
の大半は自宅で随時

所沢市 5432

所沢市視覚障害者福祉協会 旧庁舎会議室ほか 歩行訓練・料理教室・茶道教室・
バス旅行・盲卓球・カラオケ等

25 不定期 所沢市 5438

所沢手話サークル 社会福祉協議会 交流・手話の学習・聴覚障害者団
体への事業協力、他

26 火曜日　１３：３０～
１５：３０　木曜日
　１９：３０～２１：３０

所沢市 5448

2018/03/17 ボランティアの募集と、地域で活動される団体の情報を掲載しています。
問合せは、公益財団法人いきいき埼玉０４８－７２８－７１１６　までお願いします。
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ボランティア名・団体名 活動場所 活動内容 備考No 活動日

所沢朗読ボランティアグループな
かま

社会福祉協議会 会議
室

視覚に障がいのある方に録音図
書を作成・提供する。

27 第１・３火曜日 午前 
10 時～12 時

所沢市 5447

誰もが使える交通システムにする
会

新所沢コミュニティセン
ター不定期、

駅や公共施設のバリアフリー点検
を行い事業者や市に対し改善要
望を行う。また、すべての人が共 
に暮らせる街づくりに向けての勉
強会・講演会の開催

28 不定期、定例会（毎月
第１日曜日）

所沢市 5414

地域福祉サロン・リンク 三ヶ島第８区集会所 障がい者・障がいを持った高齢者
の閉じこもりをなくし、地域や人と
のつな がりを広め知識の向上を
図り、交流の場を提供し健康づくり
を目的

29 毎月第２日曜日・第 
3 金曜日・第 4 日曜
日

所沢市 5442

子育てをする親とその子どもを支援する活動

こどもの見守りボランティア 所沢市役所 「外国人のための日本語講習会」
の時間中、別室で学習者のお子さ
んと一緒に過ごして下さる方

30 月曜日 10：25～12：
00　月1～2回程度

所沢市 5408

こども食堂ボランティア 宮本町、並木８丁目、
和ケ原、松葉町

お料理、茶碗洗い、食材の買い
物、テーブルセッティング、子供の
遊び相手

31 食堂によって異なる 所沢市 798

やさしいお習字の会バク 日吉会館 引きこもり、不登校の子ども又は
その親たちのためにかんたんなお
習字をして心を開いて もらうため
の会

32 毎月第１・３水曜日 
１０：００～１２：００ （8 
月休み、休日祝日の
場合は変更あり）

所沢市 5420

学習ボランティア 市役所庁舎会議室 生活保護世帯の中学生を対象に
学習指導のボランティア

33 週２回　午後６時から
８時

所沢市 797

社会福祉法人光輪会　なかよしこ
ども園　第二なかよしこども園

施設所在地に同じ 行事（芋ほり、お遊戯会、餅つき
等）のお手伝い

34 随時 所沢市 796

所沢・教育と福祉を問い直す会 原則として、新所沢ま
ちづくりセンター

障がいの有無にかかわらず、育
ち、学び、暮らし合える、学校・社
会になるこ とをめざしてのさまざ
まな取り組み

35 原則として第３木曜日 所沢市 5441

2018/03/17 ボランティアの募集と、地域で活動される団体の情報を掲載しています。
問合せは、公益財団法人いきいき埼玉０４８－７２８－７１１６　までお願いします。
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ボランティア名・団体名 活動場所 活動内容 備考No 活動日

読書ボランティアグループＪらっく
文庫

所沢市防衛医科大学
校病院

小児科ベッドサイドで本の読み聞
かせ、手遊び等・眼科ティールー
ムにて朗読。 ブックトラック 4 台で
各病棟デイルームにて本の貸出
し。

36 第２・４火曜日 12：30
～16：00

所沢市 5446

自然保護、環境保全活動

おおたかの森トラスト 森の再生地、狭山丘陵
久米水天宮、鳩峯公園

春：伐り出した木で椎茸等の駒打
ち、椎茸の収穫、薪割り、植林 夏：
植林した森の外来種やツル植物
の除去と手入れ 秋：椎茸やキノコ
の収穫、クワガタランドや虫元気
作り、外来種ツル植物除去 冬：森
の若返りを促す樹木の伐り出しを
する萌芽更新等

37 毎週：月、木曜１０時
～１５時 毎月：第１日
曜１０時～１５時 ※
HPに行事予定表あり

所沢市 5443

ふれあいの里炭焼きの会 狭山丘陵いきもののふ
れあいの 里センター内

狭山丘陵の森を育て会員相互の
親睦をはかり炭焼きにかかわる知
識の技術の向上をはかる。

38 毎週水・土曜日（但し
月１回日曜日あり） 
9:00～14:00

所沢市 5428

その他

あしたの会 市立こあふる２階地域
交流室

他施設、親の会等も同様の商品を
販売している事や今までのように
製品のコラボをして、あしたの 会
単独での活動ではなく、「こあふ
る」という重度心身障がい者の方
が通所する施設の自主生産品と
して製 作、販売する事。「こあふ
る」でのボランティア

39 毎月第 1、第 2、第 3 
火曜日 １３：００～
１６：００

所沢市 5433

こども未来へのかけはし in 所沢 古民家 corot 被災地福島の「保養空間の提供」
「被災地からの送迎」「食事の提
供」「子供 との遊び」「いやしを目
的とした各種イベント」

40 所沢市 5430

2018/03/17 ボランティアの募集と、地域で活動される団体の情報を掲載しています。
問合せは、公益財団法人いきいき埼玉０４８－７２８－７１１６　までお願いします。
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ボランティア名・団体名 活動場所 活動内容 備考No 活動日

ボランティアグループ 　　　語りの
会

社会福祉協議会会議
室

年度末に開催する「朗読と交流の
集い」に向けて、参加して下さる障
害のある方・様々なボ ランティア
の方々に文学作品・エッセイ等朗
読を楽しんでいただけるよう、発
声・作品の表 現力などの向上の
ために朗読を勉強しています。

41 月２回（第２金曜日 
１０：３０～１２：１５、第
４金曜日 １３：００～
１５：３０）

所沢市 5435

市立図書館(本館） 所沢図書館　本館　分
館希望の方はご相談
下さい。

本の返却・整理、おはなし会（図書
館主催研修の修了者）、「図書館
まつり」企画・運営や当日受付

42 中学生以上
の方、所沢市
内で活動す
る団体

所沢市 5401

所沢インターナショナルファミリー( 
T I F） ティアイエフ

市役所、男女共同 参
画推進センターふらっ
と、公民館等

①外国の方との日本語学習を支
援する「日本語講習会」②外国の
方と親睦を図る「交流活動」（交流
パーティーなど）③外国の事情な
どを勉強する「学習会」など

43 月曜日(10:30～
12:00)、水曜日(19:00
～20:30)

所沢市 5449

所沢市ボランティア連絡協議会 社会福祉協議会内 市内のボランティア団体が結集し
て、横の連絡を密にして研究や情
報交換を行 ない、活動の充実と
拡大・強化を図る

44 毎月第３月曜日 その
他は必要に応じて行
なう

所沢市 5440

地域知ットク会 新所沢東公民館 地域の歴史・文化の学習、ボラン
ティア、会員の親睦

45 月 1 回第 4 金曜日 
15 時～１７時

所沢市 5434

東所沢ボランティアグループ  とん
とこふれーる

東所沢 2 丁目自治会
館、その他、 地域内

支え合う温かい地域作りを目指
し、子供からお年寄りまでを対象
に、ささやか な支援活動を行う。

46 定例会 月一回、活動
は必要に応じ随時

所沢市 5444

独立行政法人国立病院機構　西
埼玉中央病院

西埼玉中央病院 外来総合案内（診療申込書の代
筆・車椅子移動の援助等）花の植
付、庭木の手入れ、池そうじ等

47 平日9時～11時頃ま
で

所沢市 5402

日本語教室スタッフ 新所沢東公民館 外国人の方々の日本語学習支援
のほか、文化や習慣の学びのお
手伝いをして下さる方

48 毎週金曜日　19：00～
 毎週土曜日　10：00
～

所沢市 5407

2018/03/17 ボランティアの募集と、地域で活動される団体の情報を掲載しています。
問合せは、公益財団法人いきいき埼玉０４８－７２８－７１１６　までお願いします。
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ボランティア名・団体名 活動場所 活動内容 備考No 活動日

日本赤十字社 所沢プロペ通り献血
ルーム

所沢プロペ通り献血
ルーム

活動例（内容に関してはご相談）
①ハンドマッサージ・占いなど、献
血ルーム内でのイベントの実施②
献血者誘導・接遇など、献血ルー
ム内での事務補助作業③献血お
願いの呼びかけなど、献血ルーム
外での広報活動

49 ９：４５～１７：３０　時
間は相談

所沢市 5411

入間市

高齢者に対する活動

ケアセンターなごみ ケアセンターなごみ３Ｆ 手芸のボランティア（籐細工や編
物の材料・道具の準備、後片付
け）、

50 毎週火・木13：15準
備・13：30-14：00開
催・　15：00まで片付

入間市 6005

デイサービスセンターサンタの森 デイサービスセンター
サンタの森（扇町屋）

利用者さんの話相手、ゲーム、制
作のお手伝い、お茶出しのお手伝
いなど

51 月～土 13:30～16:00 入間市 6009

デイサービス響 施設所在地に同じ 利用者様とお話したり、体操やレ
クレーション、ピアノの生演奏で一
緒に歌って楽しみながら親しく交
流する

52 随時 入間市 608

杏花里（あかり）デイサービスセン
ター

新光115-5（野田中学
校脇）

高齢者にお話しかけながら簡単な
読み書きと計算プリントの丸付け
をする

53 月～土曜（午前中） 入間市 610

介護老人保健施設アヴニール 施設所在地に同じ 踊りや歌、楽器演奏等、また利用
者様も体験できる参加型のレクボ
ランティア、折り紙・工作、カラオ
ケ、話し相手、将棋麻雀などを利
用者様と一緒に楽しむ

54 月～土曜 入間市 611

介護老人保健施設ゆりの木 施設所在地に同じ ご利用者様の外出付き添い、車
椅子移動の介助、レク・将棋の相
手等

55 随時 入間市 613

将棋ボランティア 市内施設他 市内高齢者福祉施設や個人宅で
将棋の相手をする

56 随時 入間市 605

2018/03/17 ボランティアの募集と、地域で活動される団体の情報を掲載しています。
問合せは、公益財団法人いきいき埼玉０４８－７２８－７１１６　までお願いします。
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ボランティア名・団体名 活動場所 活動内容 備考No 活動日

特別養護老人ホーム 入間つつじ
の園

入間つつじの園（宮寺） ①趣味活動（カラオケ　生花　囲碁
将棋　など）②出し物（手品、歌、
踊り等の披露）③傾聴ボランティア

57 内容により相談 入間市 6011

入間傾聴ボランティア「そよ風」 市民活動センター 市内高齢者福祉施設、または個
人宅訪問による傾聴活動

58 第2月曜 入間市 602

配食サービスボランティア 豊岡第一地区、第二地
区、第三地区、東金子
地区、金子地区、宮
寺・二本木地区、藤沢
第一地区、第二地区、
西部地区

７０才以上一人暮らしの方への配
食サービス、高齢者スポーツ大会
のお手伝い、ふれあい昼食会実
施

59 各地区により異なる 入間市 609

友愛会 市民活動センター 年間を通し、市内７０歳以上の単
身及び市内福祉施設の利用者の
方々への励ましの通信活動　各市
内福祉施設に年賀訪問

60 随時 入間市 595

障がい者（児）に対する活動　

「移送サービス」運転ボランティア 市内 日常の中で障害等より単独で公
共交通機関などを利用して移動す
ることが困難な方を移送する

61 10/31説明
会・11/18・23
の講習会参
加できる方

随時 入間市 604

NPO法人　えじそんくらぶ 施設所在地に同じ ADHD等発達障害のある子どもや
家族の支援と正しい理解のため
の情報提供を目的とし、セミナー、
懇談会、一般向け講演会を開催

62 随時 入間市 783

ＮＰＯ法人だいちの会 入間市障がい者活動
センター「虹の郷」内

日中作業（はがきづくり、織物製品
づくり、箸袋作成等）のボランティ
ア

63 月～金 9:30～16:00 入間市 6014

ＮＰＯ法人だいちの会　入間市障
がい者地域活動支援センターあす
なろ

入間市障がい者活動
支援センター「虹の郷」

日中作業のボランティア（はがき
作り、織物製品作り、箸袋、缶つ
ぶし等）、スポーツの日・朗読の日

64 月～金曜 入間市 607

2018/03/17 ボランティアの募集と、地域で活動される団体の情報を掲載しています。
問合せは、公益財団法人いきいき埼玉０４８－７２８－７１１６　までお願いします。
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ボランティア名・団体名 活動場所 活動内容 備考No 活動日

PCSV入間視覚障害者用パソコン
の会

視覚障害者の情報バリアフリーを
実現し、社会参加と自立の促進に
寄与することを目的とし、入間市
周辺の視覚障害者のパソコンサ
ポート

65 随時 入間市 782

障がい者サポーターの会 和 いきいきサロン等 障がい者の余暇活動（ふれあい・
いきいきサロン）などのサポートを
おこなう

66 随時 入間市 603

精神保健ボランティアグループ「ひ
ばり」

健康福祉センター 心の病をもつ人と共に生きる地域
社会を創りだすことを目的に、ボラ
ンティア活動を通じて市内作業所
や当事者活動を支援する

67 第4土曜 入間市 600

大樹の里 施設所在地に同じ 洗濯たたみ、クラブ活動、シーツ
張り
利用者の話し相手、納涼祭

68 月～金曜 入間市 612

点字サークル　ルイ・ブライユ 点字の勉強会と依頼を受けたもの
の点訳作業を行う

69 随時 入間市 784

点訳入間六ツ星会 市民活動センター 視覚障害者の方への図書・市事
業支援・情報サービスに伴う点訳
を行うとともに、併せて相互の親
睦を図り交友を深める。

70 第2木曜 入間市 596

入間市視覚障害者ガイドヘルプの
会「あいあい」

市民活動センター　中
央公民館

視覚障害者の社会圏を広げるた
め、ガイドヘルプ（外出介助）や交
流を通じて、地域福祉の向上に寄
与する。各種団体・学校が行う福
祉体験学習に協力。

71 第１火曜 入間市 599

入間市手話の友の会 中央公民館 手話の学習。聴覚障害者の会と
交流を深め、聴覚障害者全体の
諸問題を学び、その福祉向上・発
展に協力する。聴覚障害者の会
の事業への参加

72 水曜 入間市 597

2018/03/17 ボランティアの募集と、地域で活動される団体の情報を掲載しています。
問合せは、公益財団法人いきいき埼玉０４８－７２８－７１１６　までお願いします。
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ボランティア名・団体名 活動場所 活動内容 備考No 活動日

入間市要約筆記サークル　グリー
ンペン

市民活動センター 聴覚障害者に関する諸問題を学
び、その福祉向上に協力する。要
約筆記普及のための活動を行
い、技術向上に努める。

73 第3金曜 入間市 601

入間市朗読ボランティアグループ
はづき

健康福祉センターまた
は市民活動センター

視覚障害者の方への録音テープ
作成（入間市広報・社協だよりな
ど）及び市内福祉施設への訪問
朗読。広く障害者の方への理解を
深め、社会福祉に奉仕する

74 第3金曜 入間市 598

子育てをする親とその子どもを支援する活動

パネルシアター劇団　メリーゴーラ
ンド

幼稚園や保育園での読み聞かせ
公演、育児サークルやイベントへ
の参加

75 随時 入間市 785

入間市立図書館本館（どんぐり） 入間市立図書館　本館 読み聞かせグループによる絵本
や紙芝居の読み聞かせ、パネル
シアター

76 土・日曜、祝日 入間市 6001

入間市立図書金子分館（茶の花） 入間市立図書金子分
館

読み聞かせグループによる絵本
や紙芝居の読み聞かせ

77 木曜、土曜 入間市 6003

入間市立図書西武分館（かざぐる
ま）

入間市立図書西武分
館　

読み聞かせグループによる絵本
や紙芝居の読み聞かせ

78 水・土曜 入間市 6002

入間市立図書藤沢分館（トトロ） 入間市立図書藤沢分
館

読み聞かせグループによる絵本
や紙芝居の読み聞かせ、パネル
シアター、てあそび

79 木曜、第1・３土曜 入間市 6004

公園管理・地域美化活動

ITK（入間豊岡地区町会）交友会 埼玉県営彩の森入間
公園内

園内の清掃・花壇の管理のお手
伝い、万燈まつりでは公園会場に
模擬店を出店

80 随時 入間市 781
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