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夏
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ボランティア
募集！

♪知的障がいのある皆さんとバスハイク
そろそろ夏の計画を考え始めている皆さん、何かボランティアを始めてみた
いなと思っている皆さん、夏のじょいんとに参加して知的障がいのある皆さん
と一緒に楽しい１日を過ごしませんか？行先がまだ確定していないのですが、
皆さんを笑顔にする企画を検討中！です。ちょっと勇気をだして！きっと貴重
な体験ができますよ。
いつも参加していただいているボランティアの皆さん、今回もよろしくお願
いします。

時》7 月 30 日（日）8 時 20 分 集合（市役所ロビー）
16 時 30 分 解散予定
《内 容》知的障がいのある皆さんとバスハイク
《場 所》（5 月中には決定。お楽しみに♪）
《参加費》1,000 円（昼食代）
《人 数》20 名程度
申し込み・問合せ

＊「じょいんと」は「野田市手をつなぐ親の会」と共催で年に
３回実施している知的障がいのある方とボランティアのふ
れあいや体験のつどいです。

昨年のトモエ乳業の
見学の様子♪

《日

野田市ボランティアセンター
☎７１２４－３９３９

手話奉仕員養成講座（前期）受講生募集
期間：

平成２９年６月８日～平成 29 年 12 月 21 日（毎週木曜日）
（但し、8 月 17 日、11 月 23 日は除く。全 27 回）

時間：

午後 2 時～午後 4 時まで

場所：

野田市総合福祉会館

対象： 市内在住で手話学習の経験のない方で聴覚障がい者の福祉に関心と理解があり、
受講後も活動を続けられる方。手話奉仕員養成講座を修了していない方。
定員：

20 名（定員を超えた場合は抽選）

費用：

受講料は無料（但し、テキスト代は実費）

申込：

5 月 18 日（木）までに野田市社会福祉協議会にお電話で。
☎7124－3939

＊締め切りが近づきました。
ご希望の方はお急ぎください。

【申し込み・問合せ】
野田市ボランティアセンター
☎７１２４－３９３９

◆◆◆ボランティア募集◆◆◆

記号説明

▲高齢者施設★障がい者■その他

イベント

「おひさまといっしょに」個人ボランティア募集
“おひさまといっしょに”は市内の障がい者施設、当事者団体、小中学生、ボランティ
ア団体等が集まる一大イベントで、毎年６００～７００名程度が参加します。そこで、
レクリエーションなどのお手伝いをしてくださるボランティアを募集します。
日 時：６月１７日（土）10：00～15：00
場 所：関宿総合公園体育館
持ち物：室内履き（運動靴）
、昼食、水分補給、動きやすい服装でお願いします
人 数：20 名程度
締切り：5 月 31 日（水）
まだまだ募集中です

定期ボラ

定期ボラ

▲ケアパートナー野田（山崎）
①囲碁・将棋ボランティア
＊週 1～2 回程度 午前でも午後でも可
②書道ボランティア
＊月 1～2 回程度 14：00～
③お話相手・お茶出しボランティア
＊回数は応相談 10：30～12：00 位
④絵手紙ボランティア
＊月に 1～2 回程度 14：00～
＊材料は施設で用意

定期ボラ

★はーとふる

ひばり

(船形)

施設内の庭の草取りなど庭の手入れをして
下さる方を募集。
＊4 月～10 月までの期間
＊土日を除く、9：00～午前中の時間帯
＊土日を除く、夕方から 18：00 頃での
時間帯
＊月に 1～2 回程度
＊鎌・軍手があればお持ち下さい

その他

■未来のまちづくり協議会

花壇作りのボランティアを募集
梅郷駅の西口広場に花を植えて心が和むよ
うな駅前広場をつくる活動。
＊5 月上旬から活動予定
問合せ：電話：7124－2316
携帯：090－4673－4716
Mail：k-kamiguchi@clear.ocn.ne.jp
代表 上口まで

★斎場売店
「セレ・ショップやすらぎ」(目吹)

斎場売店で働く精神障がいのある方の
支援（社会参加の促進）と売店の運営に
ご協力いただける方を募集。
☆ご興味のある方は詳しくご説明
しますので、お電話下さい
＊曜日・時間は応相談
＊面談あり
定期ボラ

▲グループホーム菜の花（宮崎）

「グループホーム菜の花」リビングにて利
用者様と一緒に絵手紙活動をして下さる方
（絵手紙の指導をして下さる方）を募集。
＊月 1～2 回程度
＊曜日・時間は応相談

その他

■野田市外国人支援グループ
「ニコニコ学習塾」

日本語を母国語としない小中学生に日本語
と学習日本語を指導するボランティアを募
集（場所は市内小中学校にて）
。
＊資格不要 ＊日時は応相談
＊交通費支給
問合せ：電話：7123―9573
Mail：skjma@jcom.zaq.ne.jp
小島まで

申し込み・問合せ
野田市ボランティアセンター
☎７１２４－３９３９

7 月 2０日（木）14：00～20：30
山崎

10 名募集（高校生以上）
動きやすい服装・運動靴で
長袖、長ズボン（林の中に入るので）、
上履き、タオル、飲み物持参
子ども館で夕食用意

子ども館

7 月 21 日（金）14：30～20：30
うめさと
子ども館

7 月 21 日（金）16：00～20：00

7 月 21 日（金）15：30～20：00
関宿

10 名募集（高校生以上）
動きやすい服装・運動靴で
上履き（かかとのある靴）、タオル、
飲み物持参
子ども館で夕食用意

子ども館

中央
子ども館

10 名募集（高校生以上）
動きやすい服装・運動靴で
上履き、タオル、飲み物持参
子ども館で夕食用意

谷吉
子ども館

５名募集 (高校生以上)
動きやすい服装・運動靴で
上履き（スリッパ、サンダル不可）
、
タオル、飲み物持参
子ども館で夕食用意

7 月 22 日（土）14：00～2０：00

7 月２2 日（土）14：00～20：30

６名募集（高校生以上 20 歳代の方）
動きやすい服装・運動靴で
上履き、タオル、飲み物持参
子ども館で夕食用意

12 名募集（高校生から 25 歳程度）
動きやすい服装(スカート不可)
運動靴で
上履き、タオル、飲み物持参
虫よけスプレーまたは軟膏持参
子ども館で夕食用意

★小学生を対象としたデイキャンプの準備・片付け
★ゲーム、工作、遊び、キャンプファイヤーなどの補助
★子どもたちの見守り、取りまとめ等

七光台
子ども館

＊帰宅時間が遅くなりますので、高校生の
方は事前に親御さんのご了解をいただき、
帰り道には十分注意しましょう。

皆さんお待た
せしました！
無料ですよ～
「蕎麦道楽 野田弐ハ会」は市内小学校、福祉施設（デイサービス等）でボランティアとして「打ち立
てそばの出前出張」を行っているボランティアグループです。通常であれば、実費分を負担していただく
のですが、このたび、皆様に活動を広く知っていただきたく「無料」にて出前出張いたします。
一緒にそばを打つもよし、実演を見るもよし、そして皆さんで打ちたてのそばを味わいながら楽しい時
間を過ごしてください。
対

象

費
用
申込締切
問い合せ

市内福祉施設、介護保険事業所、学校、子ども会、いきいきクラブ等
1 ヶ所 ２０～５０名程度 計８ヶ所程度
無料
平成２９年５月３１日（水）
野田市ボランティアセンター
☎７１２４－３９３９

日時：６月 11 日(日)11：00～
場所：イオンタウン野田七光台

息の合ったそば打ちのメンバー

ボランティアセンターってどこにあるの？
ボランティアセンターが街へ飛び出します。気軽に声を
かけてね♪

お邪魔しました

活動中

～花の会野田～

「咲かせよう 街に心に きれいな花を」をモットーに
平成元年から活動を続けている団体。

毎月第 4 日曜日にイオンノア店にて開催されている「花の会野田」の花苗の頒布会に

頒布会の様子♪

お邪魔しました。ラナンキュラス、ネメシア等の春の花苗が色鮮やかです。この頒布会は
「花の会野田」の結成当初から 28 年も続いているとのこと。成田の「花と緑の農芸財団」
から直接仕入れている花苗は生きが良いのがメンバーの自慢。近年は、ホームセンター等
で花苗を多く取り扱っているのであまり売れなくなったが、昔は行列ができたそうです。

会では頒布会の売り上げで市役所前を始めとする市内４ヶ所の花壇・プランターに花を植
えたり、福祉施設に花苗をプレゼントしています。あいにくの小雨で人出は今ひとつでし
つでしたが、グリーンのお揃いのパーカーを着たメンバーは、寄せ植えの相談に乗ったり、花の育て方のコツを印刷
したチラシをお渡ししたりといきいきと心のこもった接客をしていてさわやかな印象が残りました。
上記の活動の他に年 2 回、花の育て方の講習会を開催。特に花の寄せ植えが学べるバスツアーは好評で多くの市民
の方が参加されているようです。美しい花壇を維持するには、目に見えないところで根気よい手入れが必要。当番で
水やりや、枯れた花や葉をこまめに摘み取る作業を地道に続けています。
他のボランティアグループ同様悩みの種は会員の高齢化。老いも若きも新規会員大歓迎だそうです！

みんなで楽しむ初夏のおはなし会
笑紫会 第１７回

落語発表会

【日

時】6 月３日（土）
12：30～17：00
【会 場】総合福祉会館 ３階（第 3 会議室）
【入場料】無料
【問合せ】☎０90－4948－3644（藤原）

【日

時】6 月 18 日（日）
13：30～15：00
【会 場】北コミュニティ会館 集会室
【問合せ】おはなしパレット北
☎7127－4336（伊藤）
北図書館 ☎712９―8811
【共 催】おはなしパレット北・北図書館
★申し込み・参加費不要

★山遊亭金太郎師匠 特別出演
野田の民話を語ろう
第 17 回

大人のためのおはなし会

【日

時】５月 24 日（水）
10：30～12：00
【会 場】南コミュニティ会館
２階 第１集会室
【問合せ】南図書館 ☎7125－7981
【共 催】おはなしパレットみなみ
南図書館
★申し込み・参加費不要（小さなお子様はご遠慮 下さい）

◇助 成 金 情 報◇
～千葉県地域ぐるみ福祉振興基金～
県民の福祉意識の高揚及び地域福祉の振興に寄
与するボランティア団体、ＮＰＯ等の行う市民福祉
活動を助成。
問合せ：千葉県社会福祉協議会総務部
電話：043―245―1101
URL：http://www.chibakensyakyo.com

総合福祉会館休館日のお知らせ
７月１０日（月）…鼠族害虫防除

「寺子屋講座」

～「おはなしパレット北」～
【日 時】5 月 21 日（日）13:30～15:30
【会 場】市民会館 松竹梅の間
【定 員】先着 20 名 500 円
（高校生以上の学生 250 円）
【問合せ】野田文化広場 ☎7124－6851

おもちゃ病院 野田開院のお知らせ
日にち

時

間

場

所

5 月 20 日（土）

9：30～11:30

5 月 25 日（木）

10：00～12：00

聖華未来こども園

5 月 28 日（日）

9：30～12：00

野田総合福祉会館

5 月 31 日（水）

9：30～12：00

南部梅郷公民館

6 月 4 日（日）

9：30～12：00

関宿中央公民館

6 月 11 日（日）

9：30～12：00

谷吉子ども館

6 月 12 日（月）

9：30～12：00

野田公民館

6 月 17 日（土）

9：30～11：30

岩木幼稚園

6 月 22 日（木）

10：00～12：00

聖華未来こども園

6 月 25 日（日）

9：30～12：00

野田総合福祉会館

6 月 28 日（水）

9：30～12：00

南部梅郷公民館

岩木幼稚園

野田市ボランティアセンター☎7124―3939
おもちゃ病院 野田 久保
☎7120―1228

