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明けましておめでとうございます
今年もボランティアセンターはがんばる皆さんを応援します
野田市ボランティアセンターの個人ボランティアの年齢構成グラフが昨年皆さ
んに好評だったので、今年も年頭に当たりをグラフ化してみたよ。男女共に 60 代、
70 代の皆さんがダントツトップですね！！！
団体登録のボランティアの皆さんの年齢はボランティアセンターで把握してい
ないからはっきりとした数字はわからないけど、80 代の皆さんも大勢活動を続け
ているよ。仲間と一緒というのは心強いものだワン♪
昨年は、「東京理科大学マジックサークルＰＬＡＭ」も野田市ボランティアセン
ターに登録。忙しいスケジュールをやりくりして高齢者施設や学童保育所でマジッ
クを披露してとても喜ばれているよ。若い力もたいせつに育てていきたいワン♪

個人ボランティアの年齢構成
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日

知的 障が い 者の 皆さ ん
と一緒にバスハイクに出
掛けます。楽しい１日を過
ごしましょう。

時

：

内 容 ：
参加費 ：
募集人数：

1

２月２４日(土)
８:３０～１６:３０（予定）
いちご狩りともう１カ所（お楽しみ♪）
昼食代１，０００円
２０名程度

民間助成金いただきました！

「唄と踊りとお話と直寿会」＆「ソフトブラザース」

「唄と踊りとお話と直寿会」の皆さんがみずほ教育福祉財団の【老後を豊かにす
るボランティア活動資金】の助成金を受けるのは、10 年前に続いて何と 2 度目で
す。直寿会の皆さんは、高齢者の皆さんでも気軽に取り組める舞踊体操をいきいきサ
ロンで普及する事に力を入れています。この舞踊体操を代表と共に考案した元会員
の方が入所している「いきいきタウンのだ」にて助成金の目録の授与が行われたの
で、会員の皆さんのお喜びもひとしおのようでした。
「舞踊体操で活躍する小物の花
笠やミニバトンは皆さんに配って使用するのでどうしても消耗します。この助成金
をいただいてミニバトンを新調する事が出来ましたし、音響も使いやすくなり、本当
にありがたいです。今後の励みになります」と今後の抱負を熱く語ってくれました。

ミ ニ バ ト ン を 手 に
舞踊体操 を踊る皆さん

ボランティア団体の皆さんには活動資金の調達は悩みの種ですね。このほど、野田市ボランティアセンター
にご登録のある 2 団体より「助成金をいただくことになった」とのうれしいご報告がありました。助成金取得
は他のボランティア団体の励みにもなります。助成金の授与が決まりましたら、ボランティアセンターにもご
一報ください。

晴れやかな笑顔で♪

「ソフトブラザース」の皆さんは今までにも、何度か助成金申請の準備をされて挫折

新しい音響で気分よく熱唱♪

施設の利用者さんからの
感謝のカード

されていたとの事ですが、
「今回は頑張りました！」と笑顔で報告をくださいました。ソ
フトブラザースは主に懐メロを中心にフォーク、洋楽ポピュラーなどいろいろなジャン
ルの音楽で活動しています。市内の高齢者施設を中心に高齢者の好みに合った曲目をカ
ラオケではなくバンドの生演奏で唄って、昔を思い出し元気になっていただく活動を 1
８年以上も続けていらっしゃいます。
今回いただいた「車両競技公益資金記念財団」の助成金でバンドにとって重要な音響
設備（簡易 PA システム）を新しく購入。定期的に訪問している「関宿ナーシングビレ
ッジ」の職員や利用者の方から「今までと違って音響がとてもすばらしいね」とうれし
いお言葉をいただいたとの事。メンバーはこれを励みに「さらに良い演奏を聴かせたい」
と月 2 回の練習をもう１回増やすことに決めたそうです。

～実施しました～

～ボランティアセンター事業のご案内～

地区社協ボランティアスタッフ懇談会
12/6、12/12 実施
折り紙 1 枚で豪華なツリーが完成！

講師の話に引き込まれる参加者の皆さん

特定非営利活動法人コミュニティ・コーディネー
ターズ・タンクの小山様を講師に招き、2 回に渡っ
て、“ボランティアとは何か”や“ボランティアコ
ーディネータ―の役割”や“ボランティア相談の対
応の仕方”等を教えていただきました。
「実際に行ったボランティア活動についての事
例が多く含まれていてわかりやすかった」「テーマ
の１つに挙げられた松戸商店街の話が興味深かっ
た」「伝授された傾聴の仕方が大変勉強になった」
と好評でした。また「地区のボランティアコーディ
ネーターとして何が出来るのか」と自らの役割を見
直す良いきっかけとなったようでした。
2 回目の講義の際には、思わぬ交通トラブルがあ
り、講義と実習時間が十分に取れなかったのが残念
でしたが、参加者のおひとりである布目様が、急き
ょ折り紙のクリスマスツリーを教えてくださり、有
意義な時間が過ごせました。

「秋のじょいんと」
～知的障がいのある方とボランティアの室内レク大会～
11/25 実施
「秋のじょいんと」は一部の参加者の方々の入居す
る施設の行事と日にちが重なったため、例年より参
加人数が減り「ちょっとさみしいね」との声が、聞
かれましたが、よさこいや玉入れなどで体を動かし
て心も体もあたたまりました。

大好評の新競技玉送り♪

レク協の方が用意してくださった
ゲームは楽しいものばかり！

第 16 回市民ふれあいハートまつり
今年もあいにくの雨に降られて
しまいましたが、ステージ発表に
今年は中央小学校の吹奏楽部の生
徒さんが参加してくれたこともあ
り、多くの子ども達やご家族が訪
れてイベントを盛り上げてくれま
した。やっぱり子どもの持つパワ
ーはすごいですね。

11/18 実施

雨対策をした会場に
集う人々

【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◆◆◆
単発ボラ

◇キッコーマン病院（宮崎）

病院の受付のボランティア
来院された方のご案内。受付け機械操作の
お手伝いをお願いいたします。
＊月～金 ８：３０～１１：３０
（特に月曜日）
＊週１回でも隔週でもＯＫ

記号説明
定期ボラ

▲高齢者施設

◇その他

▲グループホーム菜の花（宮崎）

菜の花リビングにて利用者さんと一緒に絵画
活動をして下さる方（対象者は６名程度）を募集
＊月１～２回程度（月～金の間で）
＊１４：００から（40～50 分程度）
＊１６：００から（40～50 分程度）

◇ボランティアサロン（交流会＆バスハイク）参加者募集！
時：１月２５日（木）
まだ間に合い
８：２０中央公民館ロビー集合
ますよ！
（８：３０出発 １７：１５解散予定）
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：１，５００円（昼食代）
その他：歩きやすい靴でご参加ください
日

◆◆◆イベント情報◆◆◆

～第１９回 大人のためのおはなし会～
野田市立南図書館・おはなしパレットみなみ共催

～表現グループゆらぎ公演～
ザ・ろーどく

vol.24

宮部みゆき「まひごのしるべ」、山本周五郎「糸車」

日

時：３月１０日（土）１回目 12:30～
2 回目 15:00～
会 場：ピアノプラザ５階 ピプラホール
入場料：1,000 円
問合せ：04-7124-5207 （三谷）

～[野田朗読の会] 第 12 回公演～
「あの戦争を語り継ぐ！」
「原爆詩集」の朗読と朗読劇「かわいそうなぞう」
「ことりになったエノキ」

日 時：１月２１日（日）14:00～15:30
場 所：いちいのホール・４階小ホール
入場料：500 円
問合せ：080-5406-4800（加藤）
(加藤)

～野田市演芸ボランティア～
「仕出し屋」発表会

日頃の練習成果を発表し、全体の演芸内容
を紹介します。

日 時：3 月 17 日（土）13:０0～16:50
場 所：中央公民館 １階 講堂
参加費：無料

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。ご一緒にお話の世界を
楽しみませんか。

日 時：３月１０日（土）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）
問合せ：野田市立南図書館 04-7125-7981

～みんなで楽しむ冬のおはなし会～
野田市立北図書館・おはなしパレット北共催

かしこいおんなの子、かしこくなったおとこの子

日 時：１月２８日（日）13:30～15:00
場 所：北コミュニティ会館 集会室
参加費：無料（５歳以上の方、先着４０名）
（未就学児は保護者同伴でお願いします）
問合せ：野田市立北図書館 04-7129-8811

～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：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

活動中

お邪魔しました
～よたろう楽団～

ご夫婦でハーモニカ、サックス、ピアニカ、ウクレレ
等の楽器演奏を通して全ての人が楽しい時間を共有で
きるように福祉施設、病院、自治会等を訪問し、地域に
根付いた活動をしている団体です。

「梅郷ケアセンターそよ風」にお邪魔した日、
「よたろう楽団」のおふたりは訪問時の正
装であるアロハシャツで登場し、多種類の楽器を使って盛り沢山な内容のショーを披露し
ていました。まずは、奥様のウクレレ漫談。
「あーやんなっちゃった～」の牧信二の歌で利
用者の皆さんの心をがっちりつかみ、ご主人にバトンタッチ。ハーモニカ演奏かと思えば
突然の皿回しが始まり、利用者の皆さんは大喜びでした。続いてご主人が吹くハーモニカ
の優しい音色に促されて皆さん大きな声で童謡や唱歌を口ずさんでいました。

お二人の息はぴったり ！

サックス で演歌 が不思 議と素 敵！

再び奥様へ。いよいよ真打サックスの出番です。
「芸者ワルツ」
、
「銀座の恋の物語」
、
「津軽海峡冬景色」どんな
曲もサックスで素敵に吹いて聞かせるすごい腕前です。最後は、ピアニカ伴奏の「青い山脈」を皆さんで大合唱。
すてきな演奏に「もう１曲やって！」のアンコールの声があがりました。
「高校野球の決勝戦を TV で見たい」と
いう方もいらっしゃったのですが、アンコール派が優勢でもう１曲披露することになり、奥様はうれしそうでし
「よたろう楽団」がボランティア活動を始めたのは、就職活動で訪問した福祉施設でサッ
クスを吹いたのがきっかけ。演奏に聞き惚れたそちらの職員の方が、ボランティアセンター
への登録を勧めてくれたとの事です。
奥様は吹奏楽部出身。おふたりはサックス以外はほぼ独学で楽器をマスターされたとの事。
研究熱心なおふたりは、どんな曲をやったら皆さんに喜んでいただけるかを常に考えている
ようです。最近、ボランティアセンターから、若い世代の方の多い施設でのクリスマス会で
の演奏をお願いしたら、
「それじゃ、まず楽譜を買いに行って来なくっちゃ」と弾んだ声で応
じてくれました。これからも、さらに別の楽器をマスターし、レパートリーを増やし、楽し
いステージを見せてくれることでしょう。進化を遂げる「よたろう楽団」にこうご期待！

ボランティアのつどい
おもちゃ病院 野田開院のお知らせ
日にち

時

間

９：３０～正午

場

所

１

/２０（土）

１

/２３（火） １０：００～正午

聖華未来のこども園

１

/２８（日）

９：３０～正午

総合福祉会館

１

/３１（水）

９：３０～正午

南部梅郷公民館

２

/ ４（日）

９：３０～正午

関宿中央公民館

２

/１０（土）

９：３０～正午

岩木幼稚園

２

/１１（日）

９：３０～正午

谷吉子ども館

２

/１２(月)

９：３０～正午

野田公民館

２

/２５（日）

９：３０～正午

総合福祉会館

２

/２６（月） １０：００～正午

聖華未来のこども園

３

/ ４（日）

９：３０～正午

関宿中央公民館

３

/１０（土）

９：３０～正午

岩木幼稚園

３

/１１（日）

９：３０～正午

谷吉子ども館

３

/１２（月）

９：３０～正午

野田公民館

講 師：岩槻秀明さん
自然科学系ライターで気象予報士！

岩木幼稚園

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

日

時：3 月 11 日（日）

１０：００～１２：００
（開場９：３０）
場 所：野田市中央公民館 １階講堂
主 催：野田市ボランティア連絡協議会
後 援：野田市・野田市教育委員会
野田市社会福祉協議会
問合せ：０４－７１２７－０５２８（斎藤）

入場無料

手話通訳・要約筆記
磁気ループあり

◆団体イベント情報募集中！！
風邪などひかないように
ご自愛ください。

あなたの団体のイベント情報をボランティア通
信に載せませんか！
ボランティア通信は奇数月の 15 日発行です。発
行日の 1 か月前までにボランティアセンターまで
ご連絡ください。

