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休みボランティア体験」参加者募集
学生の皆さん！もうすぐ待ちに待った夏休み♪ですね。
ボランティア活動で今年の夏はいつもと違う夏休みにしてみませんか。
ボランティアデビューの夏、ボランティアセンターがお手伝いします。

４つのプログラムから選んでね
１．高齢者疑似体験プログラム
【日時】７月２６日（木）１０時から正午
【対象】小学生から大学生

２．障がい者施設体験プログラム

【申込み・問合せ】
野田市ボランティアセンターまで
☎ ７１２４－３９３９

【日時】８月３日（金）９時から１６時
【対象】中学生から大学生

３．学童保育所体験プログラム

ボランティアデビュー♪
はじめの一歩を踏み出そう！

【日時】８月２０日（月）９時から１６時
【対象】中学生から大学生

４．その他の体験プログラム（遊びの広場）
【日時】８月２５日（土）１０時から１５時
雨天時は２６日（日）へ延期
【対象】中学生から大学生

※詳しくは次のページをご覧ください
夏休みだからこそできるボランティア体験。
この機会にぜひ参加して有意義な夏休みにしましょう♪
みなさんの参加をお待ちしております。

できることから
無理なくはじめてみよう♪

「夏休みボランティア体験」
小学生から大学生のみなさん、集まれ～！
はじめの一歩、踏み出そう！４つのプログラムから選んでね
【日
【場
【内

時】７月２６日（木）１０時から正午
所】総合福祉会館、市内（総合福祉会館付近）
容】高齢者施設「椿寿の里」の職員による講話及び、高齢者疑似体験セットを利用した
高齢者体験
【募集人数】１0 名
【対
象】市内在住・在学の小学生から大学生
【そ の 他】動きやすい服装、サンダル不可、水分など持参
小学生の方は総合福祉会館まで保護者の送迎が必要になります

【日
時】８月３日（金）９時から１６時
【場
所】野田芽吹学園（総合福祉会館集合後、ボランティアセンターが施設まで送迎します）
【内
容】知的障がい者施設での施設体験
【募集人数】５名
【対
象】市内在住・在学の中学生から大学生
【そ の 他】昼食代 400 円のご負担をお願いします（当日朝に集めます）
動きやすい服装、室内履き（かかとのあるもの）、水分など持参

【日
【場

時】８月２０日（月）９時から１６時
所】関宿学童保育所・関宿中央第二学童保育所
（総合福祉会館集合後、ボランティアセンターが施設まで送迎します）
【内
容】学童保育所での保育体験
【募集人数】２施設合わせて５名
【対
象】市内在住・在学の中学生から大学生
【そ の 他】昼食持参
動きやすい服装、運動靴、室内履き、水分、タオルなど暑さ対策が必要になります

【日
【場
【内

時】８月 2５日（土）１０時から１５時（雨天時は 8 月２６日（日）へ延期）
所】みずき公園（みずき小学校の前）
容】ボランティアグループ「子どもの未来ネットワーク野田」主催による子ども向け
イベントのお手伝い
【募集人数】10 名程度
【対
象】市内在住・在学の中学生から大学生
【そ の 他】動きやすい服装、サンダル不可、水分、タオルなど暑さ対策が必要になります

申込み・問合せ
野田市ボランティアセンター
（野田市社会福祉協議会内）
☎７１２４－３９３９

【申込み・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◆◆◆
単発ボラ

▲特別養護老人ホーム

記号説明

単発ボラ

船形サルビア荘（船形）

夏祭りのお手伝いをお願いします

・入居者の見守り
・模擬店の手伝い（調理はありません）
・イベントのお手伝い
日 時：８月１９日（日）１７時から２０時
その他：施設駐車場にて開催、雨天決行
飲み物、軽食の用意あります
▲特別養護老人ホーム

▲特別養護老人ホーム
松葉園（中里）

夏祭りのお手伝いをお願いします

定期ボラ

・入居者の見守りなど
日 時：８月２６日（日）１３時から１６時
その他：高校生以上
軽食の用意あります

定期ボラ

▲デイサービス
ツクイ川間（尾崎台）

船形サルビア荘（船形）
・将棋やオセロのお相手
・施設敷地内の草むしり
・車椅子の清掃
＊日時など応相談

・ヨガ教室 高齢者向けの内容を希望
＊土曜 １１時または１４時のどちらか
・将棋のお相手
＊土曜 １３時から１４時

◆◆◆イベント・団体情報◆◆◆

出張！

民謡・おどりを楽しみましょう

【日 時】７月２２日（日）１０時から１６時
【会 場】いちいのホール（４階）
【入場料】無料 （事前にご連絡いただければ
お茶と軽食の準備あり）
【問合せ】浜田富士緒
☎０８０－３２５７－３３７６

活 動 ４ 原 則

ボランティア講座

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。

①

自発性・自主性

自分の意志で行います。
行うものではありません。

③
できる事から
無理なく始めてみよう！

陶芸教室

千葉県生涯大学校東葛飾学園陶芸コースの学生
が、施設に伺い、陶芸教室をボランティアで開催い
たします。
【日 時】１０月１１日（木）午前中２時間程度
１１月 ６日（火）午前中２時間程度
【対 象】東葛飾地域の養護、福祉、児童、高齢者
などの施設
・作業場所の確保をお願いします。
・施設スタッフの同席をお願いします。
【料 金】無料
【締 切】７月２５日（水）
【問合せ】千葉県生涯大学校 東葛飾学園
☎７１５２－１１８１

ふるさと民謡会では、地元の民謡愛好者有志によ
る、民謡とおどりの発表会を行います。
お誘い合わせの上お越しください。

ちょこっと

▲高齢者施設

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。

お邪魔しました

活動中

～おひさまといっしょに～

“おひさまといっしょに”は、障がいのある人もない人も、レクリ
エーションを通して交流し、親睦を深め、ともに生きる地域社会の
一員であるという相互理解を深める事を目的に開催しています。
今年で４４回目を迎える歴史あるイベントです。

6 月 1６日（土）に関宿総合公園体育館にて、第 4４回“おひさまといっしょに”が開催さ
れました。市内の障がい者施設、障がい者団体、小中学生、ボランティア団体が参加し、笑顔
のあふれた楽しい１日となりました。
前日の準備から当日はもちろん、後片付けまでたくさんのボランティアのご協力で開催され
る「おひさまといっしょに」です。
「障がいのある人もない人も、楽しめるように」との思いを
一つに、ボランティアも、レクリエーションに参加された皆さんの笑顔も、おひさまのように
輝いていました。

「手のひらを太陽に」の合唱

「野田かるた」を販売しています
レク用具を貸し出しています
・魚釣りゲーム

・スカットボール

・輪投げ

市内で活動を行うボランティアや地域団体・関
係機関に、レクリエーション用具を無料で貸し出
しています。ぜひ、ご活用ください。
【問合せ】野田市社会福祉協議会
☎7124-3939

ボランティア・サロン♪のご案内
今年度のボランティア・サロンのご案内です♪
恒例となりましたボランティア・サロン。皆さん
にお会いし、お話を伺うことを楽しみにしておりま
す。（行き先は未定ですが…）
取り急ぎ、日程のご連絡です。スケジュールを空
けておいてください(^^)

平成３１年１月２４日（木）

野田の名所、見どころが語呂良く「かるた」
になっています。
子どもから大人まで、遊びながら
野田市の歴史や文化を学べます。
地域の集まりなどでご活用して
みてはいかがでしょうか。

下記にて１個 1,100 円で販売しています
【問合せ】
ＮＰＯ法人 野田レクリエーション協会 渡邉まで
☎０９０－７８２２－８５１２
野田市郷土博物館
☎7１２４―６８５１

助 成 金 情 報
公益財団法人
車両競技公益資金記念財団

楽しんでいただけるよう思案中です

―助成対象事業―
高齢者・心身障がい児（者）に対するボランティ
ア活動に直接必要な器材の整備

おもちゃ病院 野田開院のお知らせ

申請期間

日にち

時

間

場

所

７/ ８（日）

９：３０～１２：００

谷吉子ども館

７/ ９（月）

９：３０～１２：００

野田公民館

７/１６（祝） １０：００～１３：００

まめっこフェスティバル

７/１９（木） １０：００～１２：００
９：３０～１２：００
７/２２（日）

聖華未来のこども園
野田市総合福祉会館

７/２８（土）

９：３０～１２：００

岩木幼稚園

７/３１（火）

９：３０～１２：００

南部梅郷公民館

お問合せ

おもちゃ病院 野田

久保

総合福祉会館休館日

平成３０年７月１３日（金）必着

申請書類などは下記ホームページからダウンロー
ドしてください。
ＨＰ（http://www.akaihane-chiba.jp/）
お問合せは申請受付窓口へ
社会福祉法人千葉県共同募金会（担当：葛城）
〒260-0026 千葉市中央区千葉港 4-3
千葉県社会福祉センター２Ｆ
☎
043-245-1721
ＦＡＸ：043-242-3338

☎7120－1228

７月３０日（月）館内害虫防除のため休館となります。
野田市社会福祉協議会およびボランティアセンターも休館となります。

