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集まれ！ボランティアの皆さ～ん！

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集いです。秋は屋内レクリ
エーションを行います。知的障がいのある方とペアを組んでいただき、
見守りやサポートをお願いします。共に軽スポーツを楽しみましょう。
きっと素敵な笑顔に出会える 1 日になりますよ。皆さんの参加をお待ち
していまーす。

日

時・・１１月２４日（土）
１３時３０分から１６時
場 所・・野田市勤労青少年ホーム体育室
内 容・・大玉ころがし、玉入れ、スプーン
レース、よさこいソーラン、
魚釣りゲーム、ニュースポーツなど

運動会はやっぱり玉入れ！ 集中！スカットボール

★動きやすい服装、上履き持参でね！
「申込み・問合せ」野田市ボランティアセンター
☎７１２４－３９３９

よさこいソーランの様子！

「おもちゃのまちバンダイミュージアム」
猛暑のお出かけも大丈夫でした！
～「夏のじょいんと」

７月２１日(土)実施報告～

猛暑で開催があやぶまれた「夏のじょいんと」でしたが、
「おもちゃのまちバンダイミュージアム」は、冷房が行き届
いており、楽しく快適に過ごすことが出来ました。当日は、
珍しいおもちゃコレクションの見学、昔のアーケードゲーム
挑戦、キャラクターの変身コーナーでのコスプレとボランテ
ィアさんと一緒に目いっぱい遊びつくし、エジソン博物館で
はちょっぴり勉強もしました。またワークショップに参加し
てボランティアさんと共同製作したプラバンキーホルダーは
ガンダムの胸像の大きさにビックリ！
素敵なお土産になったようです。
今回は道中が少し長かったので、バスの中では「結んで開いてタオル運び」や「福笑い」等楽しいゲ
ームを行って、大いに盛り上がりました。
知的障がいのある皆さんとボランティアさんがペアになって１日を過ごすことで生まれる温かな気持
ちをお土産に皆さん家路につかれたようです。双方から多くの「また是非参加したいです♪」という感
想が聞けてスタッフも幸せな気持ちで家路に着きました。

バスレクで製作
した福笑い♪

お絵かきコーナーは
隠れた人気者！

「夏休みボランティア体験」でボランティアデビュー続々！
みんなの輝かしいボランティアデビューを紹介します。皆さんのデビューを後押しして下さった特別養護老
人ホーム椿寿の里、野田芽吹学園、関宿学童、関宿中央第二学童の皆さん、本当にありがとうございました。

高齢者疑似体験プログラム 7/26 実施
高齢者疑似体験セットを着用して高齢者の不自由さを
体験し、高齢者に対する理解を深め、その経験をボランテ
ィアに生かそうというプログラム。昨年好評につき今年
も実施し、小学生から高校生まで１３名が参加しました。
特別養護老人ホーム椿寿の里
の職員の方に「高齢者の特性や施
設での生活の様子」の話を伺った
後、手足に重りやサポーターを付
け、軍手をはめ、メガネとイヤホ
ンをつけて、高齢者に変身。ミッ
高齢者に変身していざ出発！ ションは、階段を下りて自動販売
機まで行き、コインを入れてジュ
ースを買って階段を上って戻り、
ジュースを開けて飲むこと。
参加者からは、「肘や膝が曲が
らないのが困った」
、
「特に階段が
つらかった」
、
「お財布の中からお
金を取り出すのが大変だった」、
軍手をつけたらコインを 「目も見えづらかった、耳も聞こ
えづらかった」
、
「お年寄りの人が
いれるのが大変！
どれだけ大変かわかって良かっ
た」、
「お年寄りの手助けの仕方が
学べたので来たかいがあった」、
「コミュニケーションや、相手の
事を想像しながらの会話等学べ
て良かった」等の感想が寄せられ
ました。
膝が曲がらない！

遊びの広場（その他の体験プログラム）8/25 実施
今年で１７回目を迎えた「遊びの広場」。子どもたち向
けのイベントのお手伝いという気軽さと、受け入れ団体
の「子どもの未来ネットワーク」の皆さんの温かな受け
入れ体制で、毎年多くの学生さん
が参加し、好評です。今年は猛暑の
中３人の学生さんが参加し、飲み
物の販売や流しそうめんのコーナ
ーを担当してイベントを大いに盛
り上げてくれました。

猛暑で飲み物の販売も 大忙し！

◆◆◆イベント情報◆◆◆
表現グループ「ゆらぎ」＆ 野田朗読の会
合同公演
～決定版！野田の伝説・昔ばなし～
おもしろい野田の伝説や昔ばなしがいっぱい！
日

時：１０月８日（祝）14 時開演
13 時 30 分開場
会 場：欅のホール小ホール
入場料：無料 （手話通訳付）
問合せ：☎7124-5207 （三谷）
☎080-5406-4800（加藤）

障がい者施設体験プログラム

8/3 実施

知的障がい者の生活支援施設である「野田芽吹学
園」で障がいのある方と１日を共に過ごすことで理解
を深めていただきたいと企画。参加者は高校生の男子
１名でしたが、施設担当者の方から丁寧な対応をして
いただき、参加者からは、
「最初は障がい者に重いイ
メージを持っていました
が、いい意味で期待を裏切
られました。障がいを持つ
方へのイメージが変わりま
施設の利用者さんと同じ
した」との感想が寄せられ
昼食をいただきました。
ました。

学童保育所体験プログラム 8/20 実施
子どもたちが相手なので親しみや
すいのか、このプログラムは締め切
り後も多数の問合せがありました。
当日は中学生から専門学校生まで
5 名が参加しました。オリエンテー
ションの後、関宿学童と関宿中央第
二学童に分かれて活動し、勾玉づく 関宿中央第二学童にて
りやフクロウの工作を子どもたちと
楽しみました。また、連日の猛暑から
解放された涼しい日だったので、外
遊びの時間もあり、サッカーに鬼ご
っこにリレーとボランティアの皆さ
んは大活躍でした。それでも好奇心
旺盛な子どもたちの質問攻勢には、
関宿学童にて
たじろぐ場面もあったみたいです。
「何をお手伝いしたら良いのか」先生に自分の方から
質問する等積極的に活動する姿がみられ、頼もしく感
じました。
体験後、参加者の皆さんからは、口々に「楽しかっ
た」との声が上がりました。
「普段できない体験が出来
て良かった」
、
「子どもたちが可愛かった」、
「子どもた
ちの笑顔が見られて良かった」
、
「想像していたよりも
自分が楽しめて良かった」、
「逆に子どもたちから元気
をもらえた」
、
「来年も参加したい！」等の感想が寄せ
関宿中央第２学童
られました。
中でも、「宿題で参加したボランティア体験だった
が、子どもたちはかわいいし、ふれあいがあって、本
当に良かった」という感想が印象に残りました。

～みんなで楽しむ秋のおはなし会～
日

時：１０月２８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

ボランティア・イベント情報！
◆◆◆ボランティア 大募集◆◆◆

【申込み・問合せ】
野田市ボランティアセンターまで
☎ ７１２４－３９３９
記号説明

単発ボラ

★県立野田特別支援学校（鶴奉）
文化祭（のだ特フェスタ）のお手伝い
＊生徒の付き添い
＊用具の出し入れ
＊各会場の片づけなど

時：１１月１７日（土）
8 時３０分から１６時頃
人 数：１５名程度
その他：動きやすい服装で黒系統のもの
上履き、飲み物持参
昼食とお茶の用意あり

単
発ボラ
定期ボラ

▲高齢者施設

★障がい者

▲和楽久清水公園（清水）

傾聴ボランティア希望（女性相手）
＊ 毎週水曜日
＊ １３時から１６時の間で
1 時間程度

日

定期ボラ

定期ボラ

▲ふれあいの里デイサービス（野田）

将棋のお相手をして下さる方を募集
* 毎週木曜日
* １２時３０分から１４時まで間で
可能な時間でＯＫ
* 将棋セット一式持参で

▲ブリスイン野田（宮崎）

大正琴の指導をお願いします
（入居者の運営するサークルにて）
* 月１回から 2 回程度（火曜日か金曜日）
* １４時から１６時の間の 1 時間

の子ども館

ボランティア募集中！
中央子ども館
9 月 15 日（土）12 時 30 分から 17 時 30 分
4 名募集（高校生・大学生・20 歳代の方）
動きやすい服装、運動靴で
上靴、飲み物持参

関宿子ども館
10 月 6 日（土）12 時 30 分から 16 時
４名募集（高校生以上）
動きやすい服装、運動靴で
上靴、タオル、飲み物持参

七光台子ども館
10 月 20 日（土）9 時 30 分から 15 時 30 分
11 名募集（高校生以上）
動きやすい服装、運動靴で
上靴、帽子、タオル、飲み物持参
軽い昼食とお茶の用意あり
事前打ち合わせあり（日程は電話相談）

定期ボラ ▲特別養護老人ホームすばる（上三ケ尾）

お習字の指導をお願いします
* 月１回（出来れば月曜日）
* １４時から１５時
* 職員が補助します
谷吉子ども館
10 月 27 日（土）12 時から 15 時 30 分
3 名募集（高校生以上の学生）
動きやすい服装、運動靴で
上靴、水筒、タオル持参
打ち合わせは当日 12 時から

山崎子ども館
10 月 27 日（土）11 時 30 分から 16 時
10 名募集（高校生以上）
動きやすい服装、運動靴で
上靴、上着持参
昼食を済ませてから来てください

うめさと子ども館
11 月 17 日（土）11 時 45 分から 16 時
8 名募集（高校生以上）
動きやすい服装、運動靴で
上靴、飲み物持参
昼食を済ませてから来てください

館まつりの補助をお願いします。
＊ゲームコーナー＊工作コーナー
＊遊びコーナー＊受付

＊片付け＊駐輪場など

活動中

お邪魔しました
～点訳の会～

点字プリンター
で効率ＵＰ！

パソコンを
使用して作業

市報の点訳をはじめとして視覚障がい者に対する点訳による
生活情報の提供活動をしている。また小学校児童を対象とした
点字授業も行う。現在会員は 6 名。

点訳の会は、平成１６年に「野田でも市報の点訳をしたい」と知本さんと大賀さんが立ち上
げた団体です。現在は市報の他、市社協、視覚障がい者協会や個人からの依頼についても点訳
をしています。選挙の際には選挙公報の点訳でも大活躍です。また西部地区社協とのタイアッ
プで「ごみの出し方」
「まめバスの時刻表」等を点訳し、視覚障がい者の生活情報の提供活動に
力を入れています。

この活動をしていて良かったと思うのは、点訳したものが「とても役立っている」と喜んでいただけた時だそうで
す。また市報を丁寧に読むようになったり、点字をやるために覚えたパソコン操作が他の事でもすごく役立ったり等
嬉しい副産物もあるとの事です。
手打ちで点字をやっていたころは、１つ間違えると打直しで大変な労力だったが、パソ
コンで入力・校正が出来るようになり、楽になったとの事です。また社協で新しく購入し
てくれた点字プリンターは性能が良く「効率が格段に上がった」と感謝して下さいました。
皆さんとにかく点訳好き。何年やっても飽きないし、楽しいと言います。「視覚障がい
者の方も晴眼者と等しく市民として情報を受け取る権利があると考え、おひとりでも点訳
を希望される方がいらっしゃる限り、この活動を続けていきたい」。と力強く語っていま
点訳の会のメンバー♪
した。点訳に興味があり、パソコンをお持ちの方なら新規メンバー大歓迎！との事です。

★野田市相撲甚句会が再度ボランティアセンターに
登録し、活動を始められました。施設や自治会等
のご担当者様宜しくお願い致します。

”ジャンボ輪投げ“を貸し出しています
市内で活動を行うボランティアや
地域団体・関係機関に、ジャンボ輪
投げ（手作り竹製）を無料で貸し出
しています。ぜひ、ご活用ください。
問合せ：☎７１２４－８２６９（松島）

日時：９月１１日(火)１０時から
場所：イオンタウン野田七光台
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♪

第１７回
１２月１日（土）開催
《時間》１０時から１４時
《場所》野田市中央公民館
総合福祉会館
野田市中央公民館前の
時計の広場
＊雨天決行
総合福祉会館休館日

◆豪雨災害被災地へ行かれる方へ
＊ボランティアセンターでは、ボランティア活動
保険の手続きを行っています。被災地でも加入出
来ますが、出発の前の加入をお勧めします。この
場合は行きの道中から補償されます。
＊車で被災地へ行かれる方は、野田市役所防災安
全課で高速道路料金の減免の証明が発行されます
のでご活用下さい。

おもちゃ病院 野田開院のお知らせ
日にち

時

間

場

所

9 月 20 日（木）

10：00～12：00

聖華未来のこども園

9 月 23 日（日）

9：30～12：00

野田市総合福祉会館

9 月 28 日（金）

9：30～12：00

南部梅郷公民館

10 月 7 日（日）

9：30～12：00

関宿中央公民館

10 月 13 日(土)

10：00～15：00

リサイクルフェア
(市役所)

10 月 14 日（日）

9：30～12：00

谷吉子ども館

10 月 15 日 (月)

9：30～12：00

野田公民館

10 月 23 日（火） 10：00～12：00

聖華未来のこども園

10 月 28 日（日）

野田市総合福祉会館

9：30～12：00

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

１１月２６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。

