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第 16 回 ～みんなが・みんなで・みんなのふくし
市民ふれあいハートまつり

日
18
11月
平成 29 年

土曜日

午 前 １ ０ 時 ～ 午 後 ２時
展
小 中 学 生
ポスター展

示

ボランティア活
動展示

野 田 市 中 央 公 民 館
野 田 市 総 合 福 祉 会 館
野田市中央公民館前の時計の広場

実演・体験

発

表

折り紙、ｸﾗﾌﾄ、お
もちゃ病院、昔あ
そび体験、要約筆
記、ちくちく（手
芸）、ﾊﾞﾙｰﾝｱｰﾄ等

三味線演奏、健康
予防体操､ﾊﾜｲｱﾝﾌ
ﾗﾀﾞﾝｽ、舞踊体操、
ﾊｰﾓﾆｶ演奏、よさ
こいｿｰﾗﾝ等

販

売

縫製製品、ﾊﾟﾝ、ｸ
ｯｷｰ、焼き菓子、蕎
麦、焼きそば、り
んご、とん汁、お
団子、雑貨､小物等

実演・体験の折り紙、ｸﾗﾌﾄ、ﾊﾞﾙｰﾝｱｰﾄ、ちくちく（手芸）では体験時に作った作品はお持ち帰りできます

市民ふれあいハートまつり
総合受付では

ボランティア相談
も行っております。
＊平日はボランティアセンター
に行けないわ
＊ボランティアに興味はあるけ
れど…きっかけが
＊日ごろの活動の相談など
お気軽にお越しください！

寄席鑑賞会
野田市中央公民館
講堂にて野田市立
中央小学校ご協力
による合唱・吹奏楽
の披露もあります。
お 楽 し み に ！

文化会館大ホールで
同時開催！
（手話通訳、要約筆記、
磁気ループあり。入場
無料!）
１３ 時００分
１３ 時３０分
１５ 時００分

開場
開演
終演

鈴々舎馬風

今回はラジオでもおなじみ の
「毒蝮三 太夫」も出演！

合言葉は

～できることからボランティア～
「何かしたいな・できるかな」と思ったら、ボランティアセンターまで！
ボランティアセンターでは、ボランティアをしたい人とボランティアを必要とする人を繋げ、活動がスムーズに運
ぶよう調整や支援を行っています。

ボランティアセンターでは…

ボランティア登録お待ちしています！

多くの方がボランティア活動に取り組みやすい
環境づくりを目指しています。
登録した方には、できる時に自分のペースで活動
してもらえるように定期的に「ボランティア通信」
を送り情報を提供しています。

ボランティア保険とは…
ボランティア活動中に起こる偶然な事故によ
るケガや損害賠償責任を補償するものです。
ボランティアセンターで加入を承っています。

ボランティアを始めようかな？
ボランティアに興味のある方！
こんな事ができる！など特技をおもちの方
ぜひボランティアセンターに登録を♪
空いているお時間でボランティア活動しませんか♪

「使用済み切手」集めています！
ボランティアセンターでは使用済み切手の収集を
行っています。切手の周りを１㎝～２㎝程度を
残してセンターへお持ち下さい。

大規模な自然災害が頻発し、甚大な被害が発生
しています。災害復興支援のボランティアで被災
地へ行く場合は、「ボランティア活動保険」の加
入が必須です。手続きはボランティアセンターで
承っています。

～やってみよう！ボランティア～

活 動 ４ 原 則
①

自発性・自主性

自分の意志で行います。
誰かに強制されたり、義務
で行うものではありませ
ん。

③

無償性

お金や対価をを得るため
の活動ではありません。お
金では得られない出会い、
発見、喜びや感動が得られ
ることが大切です。

②

公共性・連帯性

みんなが豊かに暮らして
いけるように、お互いに支え
合い学びあう活動です。

④

創造性・先駆性

いま、自分たちには何が
できるか、何が必要とされ
ているのかを考えながらよ
りよい社会をつくるために
活動します。

＊古切手を使用した「栞」をボランティア
センターで作成しています。
市民ふれあいハートまつりの受付でも配布しています。
ぜひ、お手にとってご覧ください。（無くなり次第配布
終了となります）

ボランティア活動とは、自ら進んで行う無償の
活動です。いろんな人と係わり、誰もが人間らし
く豊かに暮らせる社会を目指し「自分にできるこ
と」を考え、行動することです。

―活動の心構え―
◆自分にあった身の回りのことから手がけ
ましょう
◆相手のニーズ（求めていること）にあわせて
活動しましょう
◆無理のない計画を立てましょう
◆約束は守りましょう
◆秘密は守りましょう
◆謙虚さも大切でしょう
◆安全対策・準備に十分配慮しましょう
◆宗教や政治活動とは区別しましょう
◆自分を成長させましょう

「ありがとう。お互いさま」の気持ちも大切に…
ボランティアを受入れる側も、ボランティアに行く側も、お互いへのちょっ
とした気配りがあると嬉しい気持ちになれます。
せっかくの善意が台無しにならないように、お互い感謝の気持ちも忘れずに、
活動を気持ちの良いものにしましょう。

【申込み・お問合せ】
野田市ボランティアセンターまで
TEL ０４－７１２４－３９３９

◆◆◆ボランティア募集◆◆◆

記号説明

◇ボランティアサロン
～ボランティア仲間をつくりませんか！
交流会＆バスハイク～

▲高齢者施設

★障がい者

◇その他

参加者募集！

ボランティアサロン…ボランティア登録のみなさんの交
流の場・情報交換の場として年に１回企画しております。

日

時：平成３０年１月２５日（木）
みなさまにお会いできることを
８：20 中央公民館ロビー集合
センター一同楽しみにしておりま
す。沢山のお申込みお待ちして
（８：３０出発 １７：１５解散予定）
おります！
行き先：大谷資料館
（地下採石場跡地。神殿のような幻想的な雰囲気で人気の施設です）
とちぎ福祉プラザ（バリアフリーモデルルームの見学）
とちぎ視覚障害者情報センター（点字図書館、聴覚障害者情報提供施設の見学）
参加費：１５００円（昼食代）
その他：歩きやすい靴でご参加ください
単発ボラ

★秋のじょいんと（鶴奉）

～知的障がいのある方と
ボランティアが集う室内軽スポーツ大会～
＊「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者とボランティアの集いです。

定期ボラ

▲ケアハウス野田（三ケ尾）

昔懐かしい歌を歌う時間（童謡クラブ）にてピアノ
伴奏をしてくださる方。ピアノは施設にあります。

日
場
内

時：１１月２５日（土）１３：１５～１６：１５
所：野田市勤労青少年ホーム体育室
容：軽スポーツ（玉入れや大玉ころがしなど）、
レクリエーション、よさこいソーランなど
その他：上履き、水分補給持参
動きやすい服装でお願いします

定期ボラ

▲敬愛デイサービス（岩名）

花壇（リハビリ庭園）の手入れをしてくださる方。
（草取り、水やりなど）
＊月に２、３回程度（活動日は応相談）

＊日曜の午前中できる方（または、応相談）
＊月に２、３回程度（活動日は応相談）

～第１８回 大人のための おはなし会～

◆◆◆イベント情報◆◆◆
落語を楽しもう
～笑 紫 会

第１７回発表会～

特別出演
山遊亭金太郎 師匠も出演します。
ぜひ、ご来場ください。
日

時：１２月９日（土）
１２：３０ 開演 １７：００ 終演予定
会 場：中央公民館 １階 講堂
入場料：無料
出 演：むらさき亭
問合せ：☎０９０－４９４８－３６４４（藤原）

野田市立南図書館・おはなしパレットみなみ共催

長く語り伝えられてきたお話は、大人にも楽し
みを与えてくれます。ご一緒に楽しみましょう。
日

時：１１月２９日（水）
１０：３０～１２：００
場 所：南コミュニティ会館２階 第１集会室
参加費：無料（小さなお子様はご遠慮ください）

～雲雀ハーモニカクラブ 定期発表会～
薮谷幸男先生の模範演奏もございます。
会員の日頃の練習の成果をぜひお聞きください。
日 時：平成３０年２月１７日（土）
１３：００～１７：００
会 場：中央公民館 １階 講堂
入場料：無料

ギター演奏と歌で施設訪問しているグループです。結
成して２年。みなさまの笑顔を楽しみに日々練習を重ね
ています。
伸びやかな歌声

お邪魔しました
～ ベ ン ツ ～

活動中

素敵な音色のギター

ダンディーなお２人（ギター演奏＆歌）と、素敵なナレーションの女性との３人
で活動されているグループです。
「ツクイ川間、夢のゴールデンステージショーへようこそ！」とショータイムの
始まりです。
「ホールへお越しいただきありがとう！番組は TV 中継しています！」
と歌番組のステージ観覧に来ている雰囲気が感じられる粋な演出です。お客さんも
開始の挨拶に拍手で盛り上げます。利用者のみなさまも番組に参加しているような
わくわくした表情でした。歌の前に、その歌の流行った当時のエピソードを添えての曲紹介が
ナレーションで入ります。当時を思い出しやすく「あぁ、懐かしいわ」といった声が聞こえま
した。素敵な歌声、衣裳、ギターの音色にお客さんもうっとりです。数々のものまねも披露さ
れ、お客さんを飽きさせません。衣裳に、かつらに、お面などなど…細部にこだわりが伺える
楽しいステージでした。
メンバーは、職場の元お仲間と小学校以来の同級生といった気心知れたメンバーだそうです。
「華やかなステージの観覧に来ているような、非日常を味わってもらえたら嬉しいです。機材
の設置、撤収など施設に負担をかけないよう、自分たちで工夫しています。みなさまに楽しん
でもらえるよう日々練習に励んでいます。日ごろの練習の成果を聞いてもらえる場として与え
られる施設訪問は、自分たちにとっても励みになります。また、「車両競技公益資金記念財団」
の助成金によりワイヤレスマイクを購入し、今後の活動に活かしていきたいと思います」とメ
ンバーの方々は生き生きと語ってくださいました。
宮史郎です

おもちゃ病院 野田開院のお知らせ
日にち
１１/１２（日）

時 間
９：３０～正午

１１/１８（土） １０：００～１４：００

場

所

谷吉子ども館
総合福祉会館

【ホームページ】
http://www.nodasyakyo.or.jp

【Facebook】
http://www.facebook.com/nodasyakyo

（市民ふれあいﾊｰﾄまつり）

１１/２１（火） １０：００～正午

聖華未来のこども園

１１/２５（土）

９：３０～正午

岩木幼稚園

１１/２６（日）

９：３０～正午

総合福祉会館

１１/２９（水）

９：３０～正午

南部梅郷公民館

１２/ ３（日）

９：３０～正午

関宿中央公民館

１２/１０（日）

９：３０～正午

谷吉子ども館

１２/１１（月）

９：３０～正午

野田公民館

１２/１６（土）

９：３０～正午

岩木幼稚園

１２/１８（月） １０：００～正午

聖華未来のこども園

１２/２４（日）

総合福祉会館

９：３０～正午

SNS（ソーシャル・ネットワーキング・
サービス）も開設しています。
ご覧ください
野田市社協 検索

【Twitter】
https://twitter.com/nodasyakyo

お問い合せ
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

総合福祉会館臨時休館日
平成２９年１１月２７日（月）
館内害虫防除のため野田市社会福祉協議会と

寒くなってまいりました。
風邪などひかないよう
ご自愛ください。

野田市ボランティアセンターも休館です。

年末年始お休みのお知らせ
平成２９年１２月２９日（金）～
平成３０年 1 月３日（水）

