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今年は「おもちゃのまちバンダイミュージアム」に決定‼
「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集いです。夏はバスでちょっと遠出します。
いつも行先が難航するのですが、今年は皆さんで楽しめそうなところが早々と予約出来ま
した！学生の皆さんや初参加の方も大歓迎です! 私たちボランティアセンターの職員３名
も参加してサポートします。夏休みの 1 日をいっしょに楽しく過ごしませんか？
[日

時]

[場 所]
[内 容]
[参加費]
[人 数]
[申込み]

７月２１日（土）
８時２０分 集合（市役所 1 階ロビー）
１６時３０分 解散予定
おもちゃのまちバンダイミュージアム（栃木県下都賀郡壬生町）
知的障がいのある方とボランティアで交流バスハイク（見学とキーホルダー作り）
１，０００円（昼食代）
２０名程度
野田市ボランティアセンターまで ☎７１２４－３９３９

技術を習得してボランティアを始めませんか？
手話奉仕員養成講座（後期）
受講生募集

要約筆記者養成講座（前期）
〈手書きコース〉
受講生募集

期間：

平成３０年６月７日（木）から
平成３０年１２月１３日（木）全 27 回
時間： １４時から１６時まで

期間：

場所： 野田市総合福祉会館 3 階 第 3 会議室
対象： 市内在住・在学・在勤で手話奉仕員養成講
座(前期)を終了していて聴覚障がい者の
福祉に関心と理解があり、受講後も活動を
続けられる方。将来手話通訳者を目指す
方。
定員： ２0 名（定員を超えた場合は抽選）

場所： 野田市総合福祉会館 3 階 第 3 会議室
対象： 市内在住・在学・在勤で高等学校卒業程度
の国語力を有し、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。将来要約筆記者を目指す方（要約筆
記者としての活動範囲は野田市も含む千
葉県全域）。
定員： １0 名（定員を超えた場合は抽選）

費用：

無料（但し、テキスト代＋教材費は実費）

平成３０年６月１２日（火）から
平成３０年１２月１８日（火）全 27 回
時間： １３時 30 分から１５時 30 分まで

費用：

無料（但し、テキスト代＋教材費は実費）

申し込み：5 月１７日（木）までに野田市社会福祉協議会まで ☎７１２４－３９３９

【申込み・お問合せ】
野田市ボランティアセンターまで
☎７１２４－３９３９

◆◆◆ボランティア募集◆◆◆
定期ボラ

◇学習支援ボランティア

記号説明
定期ボラ

学習支援「ひまわり学習会」講師の募集

定期ボラ

▲ケアハウス野田(上三ヶ尾)

ケアハウス内の麻雀クラブにて一緒に
マージャンをして下さる方を募集

学習環境に恵まれない子ども達を学習支援
する「ひまわり学習会」の講師、教え甲斐
のあるボランティアです。学習支援に熱意
と能力を有する方。
＊第 1 から第 4 土曜日（月４回）
16 時 40 分から 20 時 30 分
＊4 コマ（各 40 分）
希望コマ数/時間帯（応相談）
問合せ：学習支援ボランティア
☎7129-2438（佐々木）

▲高齢者施設◇その他

＊火、木、金、土、日のうち週 1 回程度
＊14 時から 16 時のうち 1 時間程度
（または、応相談）
＊女性の方歓迎

定期ボラ

▲癒しのデイサービス野田(山崎)

マージャンのお相手をして下さる方を募集
＊週 1 回 月、水（各 1 名）
＊１３時から１５時

▲デイサービスセンター鶴寿園（鶴奉）

① 手芸（刺繍、編み物）のボランティア募集
＊指導のようなことではなく、作業を一緒
に楽しみながら手伝って下さる方。
＊月から土のなかで １４時から１５時
② 囲碁のお相手のボランティア募集
＊土曜日

１０時から正午
１３時３０分から１５時３０分
＊曜日時間は応相談

◆◆◆イベント情報◆◆◆
ハンドベルコンサート

みんなで楽しむ初夏のおはなし会

ラ

今回は、第１部は季節に合わせた子どもも大人も楽
しめるおはなし、第 2 部は、イギリスの児童文学作家
エリナー・ファージョンの珠玉のような作品特集です。
時】５月１３日（日）
13 時３０分から１５時
【会 場】北コミュニティ会館 集会室
【対 象】5 歳から大人 先着 40 名
未就学児は保護者同伴で
【参加費】無料
【共 催】野田市北図書館
おはなしパレット北

【日

時】５月１３日（日）
１３時３０分開演（１３時開場）
【会 場】興風会館
【参加費】無料
【問合せ】松坂 ☎０９０－６１３８－００２９

笑紫会 第 1９回

大人のためのおはなし会

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。
時】５月２６日（土）
１０時３０分から正午
【会 場】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下さい）
【共 催】野田市立南図書館
おはなしパレットみなみ

ゴ

指揮 秋葉啓子
曲目 Canon of Grace、おもちゃの兵隊
の行進、どじょっこふなっこ、
Silk Road、オペラ座の怪人他

【日

第 20 回

ル

ハンドベルクワイアＬａｒｇｏ

★山遊亭金太郎師匠

落語発表会
特別出演

ぜひ、ご来場ください。

【日

【日

時】6 月１６日（土）
12 時 30 分から 17 時
【会 場】総合福祉会館 ３階（第 3 会議室）
【入場料】無料

【申込み・お問合せ】
野田市ボランティアセンターまで
☎ ７１２４－３９３９
7 月２０日（金）

7 月２０日（金）１６時から２０時

１５時３０分から２０時

関宿

谷吉

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

７名募集 （出来れば高校生以上の
学生希望）
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 2１日（土）１４時から２０時

7 月２１日（土）

10 名募集（高校生以上）

子ども館

中央
子ども館

子ども館

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

七光台
子ども館

7 月 2６日（木）
うめさと
子ども館

１４時３０分から２０時３０分
８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

１４時から２０時３０分
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（サンダル、クロックス不可）
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
7 月 2７日（金）

山崎
子ども館

＊帰宅時間が遅くなりますので、

１４時から２０時３０分
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

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。

★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

７

今年で
回目！
毎回大好評！

無料ですよ！

「蕎麦道楽 野田弐ハ会」は市内福祉施設等で「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、材料費の実費分を負担していただくのですが、この度、皆様に活動を広く知
っていただきたく、今年も「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
過ごしたいと思います。
対

象

費
用
申込締切
お問合せ

市内福祉施設 8 ヶ所で、1 ヶ所２０～５０名程度とし、
施設の厨房が使用できる施設を対象とします。
無料
平成３０年５月３１日（木）
野田市ボランティアセンター
☎７１２４－３９３９

よろしくお願いします。

活動中

お邪魔しました

～東京理科大学マジックサークル PALM～

平成 22 年に結成された東京理科大学の学生によるマジ
ックサークル。会員は 20 名ほど。週 2 回の練習で腕を磨
き、市内公民館、近隣高齢者施設、学童等で活動している。

野田特別支援学校高等部でのボランティアにお邪魔しました。本日は、理工学部の男子４
人がマジシャンです。生徒はＰＡＬＭの皆さんとほぼ同年代ということもあってすんなりう
ちとけている様子でした。カードマジックが中心と伺っていたので、少し難しいのではと思
っておりましたが、それは杞憂でした。リボンやひも等わかり易い手品の時間もありました
し、マジックの見せ方には理系らしい工夫が色々凝らされていてさすがと思いました。4 つ
イケメンマジシャン集合♪
のテーブルを円形に並べ同時にカード、コイン、輪ゴム、ルービックキューブの手品を披露。
観客も 4 つのグループに分かれて立ったままテーブルを囲んで手品を見せてもらいました。思いっきり近くで見
られて皆さん大喜びでした。5 分ごとにマジシャンが、次のテーブルに移動して手品を披露して一周するという
サークルゲーム感覚も若い生徒さんにはうけていたようでした。
手品を披露した後は、生徒さんに取り囲まれて握手を求められたり、質問を受けたりとまるで
スターのようでした。
「こんなに歓迎を受けたのは、初めて！」と皆さんはニコニコ嬉しそう。ボ
ランティアをしていて良かったと感じるのは、子どもたちに限らず、自分たちのマジックを見て
くれた方々の笑顔が見られた時だそうです。１人でも多くの人に喜んでいただけるよう先輩から
定番の
マンツーマンで指導を受けて習得した手品にさらに磨きをかけて精進していきたいと熱く語って リボンの手品も披露
いました。

～新登録団体の紹介です～

《助成金 情報》
～大同生命厚生事業団～
「シニアボランティア活動助成」
社会福祉の推進に役立つボランティア活動を
行っているか、または行おうとするシニア（年齢
満 60 歳以上）が８０％以上のグループを助成

「ビジネスパーソンボランティア活動助成」
社会福祉の推進に役立つボランティア活動を
行っているか、行おうとするビジネスパーソン
（会社員、団体職員、公務員、経営者、個人事
業主）が８０％以上のグループを助成
http://www.daido-life-welfare.or.jp
＊応募要領・申込書は財団のＨＰからダウン
ロードして下さい。
応募締切 5 月 25 日(金)(当日消印有効)

～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等が行う市
民福祉活動を助成。
http://www.chibakenshakyo.com
＊応募要領・申請書は千葉県社会福祉協議会の
ＨＰからダウンロードして下さい。
応募締切 6 月１５日（金）必着
＊問合せ：千葉県社会福祉協議会総務部
電話 ０４３－２４５－１１０１

♪ツェルコバアンサンブル♪
私たちは、フルートを中心として活動している
「ツェルコバアンサンブル」と言うシニアの音楽
グループです。主にデイサービスや高齢者施設を
訪問し、やさしいクラシックや一緒に歌える童謡
など皆さんと共に楽しめる曲を演奏しています。
聴いて下さる方々に喜んでいただけるよう頑張っ
て練習をしています。よろしくお願いします。
ちなみに、
「ツェルコバ」とは英語で
野田市の木「欅」という意味です。

おもちゃ病院 野田開院のお知らせ
日にち

時

間

場

所

5 月 13 日（日）

9：30～12：00

谷吉子ども館

5 月 14 日（月）

9：30～12：00

野田公民館

5 月 19 日（土）

9：30～11：30

岩木幼稚園

5 月 24 日（木）

10：00～12：00

5 月 27 日（日）

9：30～12：00

野田総合福祉会館

5 月 29 日 (火)

9：30～12：00

南部梅郷公民館

6 月 3 日（日）

9：30～12：00

関宿中央公民館

6 月 10 日（日）

9：30～12：00

谷吉子ども館

6 月 18 日（月）

9：30～12：00

野田公民館

6 月 21 日（木）

10：00～12：00

6 月 23 日（土）

9：30～11：30

岩木幼稚園

6 月 24 日（日）

9：30～12：00

野田総合福祉会館

6 月 29 日（金）

9：30～12：00

南部梅郷公民館

聖華未来のこども園

聖華未来のこども園

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

