第 113 号（平成 31 年 1 月 15 日）
発行／社会福祉法人 野田市社会福祉協議会
野田市ボランティアセンター
◆開設時間 月曜～金曜 8 時30 分から17 時15 分

〒278‐0003 野田市鶴奉5－1(総合福祉会館内)
TEL 7124－3939
FAX 7124－8883
http://www.nodasyakyo.or.jp
E-mail:noda-vc@nodasyakyo.or.jp
野田市社会福祉協議会

検索

明けましておめでとうございます
今年もよろしくお願いいたします。
ボランティアセンターは、皆さんの身近な存在になれるよう、今年も様々な
情報を提供していきたいと思います。

ボランティアサロン
め ぬ ま しょう でんざん

おし じょう

けってい

妻沼 聖 天山と忍 城 に決定！
今年の最初のイベントは、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
してボランティアセンターが、年に 1 回企画しているボランティアサロンです。
日

時：１月２４日（木）
８時３０分出発 １７時１５分解散予定
集 合：中央公民館ロビー
行き先：妻沼聖天山＆忍城
埼玉日光の別名あり。日本三大聖天の一つ！

参加費：１，５００円（昼食代）
その他：動きやすい服装でご参加ください
寒さ対策もお願いします

映画「のぼうの城」で人気！

【申込み・問合せ】
野田市ボランティアセンターまで
☎７１２４－３９３９

のじょいんと ボランティア募集！
「野田市手をつなぐ親の会」と「野田市社会福祉協議会」が共催で年に３回実施している「じょいんと」
。
春は皆さんお待ちかねのイチゴ狩りです。今年は、
「房総のむら」にも行きますよ。
「じょいんと」は知的障がいのある皆さんとボランティアの体験とふれあいのつどいです。ボランティ
アが初めての方にも参加しやすい内容ですョ♪

日

時：２月１６日（土）
８時３０分集合
１７時解散予定
集 合：市役所１Ｆロビー
内 容：知的障がいのある皆さんとボランティアのバスハイク
（いちご狩りと房総のむら見学・体験）
【申込み・問合せ】
人 数：ボランティア２０名程度
野田市ボランティアセンターまで
参加費：１，０００円（昼食代）
☎７１２４－３９３９

秋のじょいんと

１１月２４日

要約筆記者養成講座（前期）
手話奉仕員養成講座（後期）

実施

恒例の「秋のじょいんと」を NPO 法人野田レクリ
エーション協会の方々と２０名のボランティアの
方々のご協力のもと、野田市勤労青少年ホームの体育
室で実施しました。今年は直前にお申込みのあった４
名を含めて、６名の学生ボランティアの方々にもお手
伝いいただい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がペアになり、よさこい
ソーランや大玉ころがしなどで身体をうごかし、心も
体もあたたまりました。ボッチャやスカットボール、
ラダーゲッターなどはゲーム感覚で楽しくて、何度も
本気になって挑戦する姿がみられました。

熱心にカローリングに
取り組む参加者♪

今年は 6 月から 12 月にわたり実施
され、ともに全 27 回の全行程が１２月
１８日（要約）と１２月２０日（手話）
に終了しました。聴覚障がい者の福祉に
関心があり、活動終了後も活動を続けら
れる方、要約筆記者や手話通訳者を目指
す方を対象とした講座でした。要約筆記
者養成講座は 3 名、手話奉仕員養成講
座は５名の方が修了証を手にされまし
た。
長丁場の日程でしたが、皆さん熱心に
取り組まれていました。

白熱する玉入れで盛り上がる
皆さん！

地区社協ボランティアスタッフ懇談会 １２月６日、１２月１３日 実施
２回にわたり、株式会社ＴＨＦの健康運動指導士の大月直美氏をお迎
えし、
【認知症について学んで活かす生活習慣講座】～認知症予防や健康
づくりのきっかけ紹介～というテーマでご講義いただきました。
参加者の皆さんにとっては関心が高くまさに聞きたい内容でしたし、
講師の大月さんのお話が楽しくわかり易く、実技も多かったので大好評
でした。
手遊び運動を実践する参加者の皆さん♪

スクエアステップは頭にも身体にも効果抜群！

第１７回

１回目は認知力をアップする運動として手遊び運動やスクエアス
テップエクササイズ、２回目はいつまでも自分の足で歩くための転倒
予防・筋力アップに役立つセルフ体力チェックの方法、おすすめの筋
力トレーニングに皆さんで挑戦しました。また、日頃から実践されて
いる方も多いウォーキングですが、改めて見直して練習！！！ポイン
トを学んで皆さん格段に素敵な歩き方を身につけていました。まず
は、参加者の皆さんが実践し、サロンの皆さんにも楽しく伝えていた
だけると嬉しいですね。

市民ふれあいハートまつり

１２月 1 日

実施
岩木小吹奏学部の演奏

手作りのお菓子の販売 も人気

～久しぶりに晴れました！大盛況！～
ここ数年雨の多かったふれあいハートまつりですが、
今年はこの日のためにずっと準備を進めてきた３７のボ
ランティア団体の皆さんの思いが通じたのか暖かな晴天
でお祭り日和の一日となりました。また、昨年に引き続き
小学校の吹奏楽部(今年は岩木小学校吹奏楽部)の皆さん
が参加してくれたこともあり、子ども達やご家族等多くの
方が訪れて下さいました。皆様ありがとうございました。
クラフト等の体験でにぎわう室内

昔の遊びの体験コーナーも人気

【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◆◆◆
定期ボラ

▲ブリスイン野田（宮崎）

記号説明

定期ボラ

◆◆◆イベント情報◆◆◆

・日常(お話相手など)のお手伝い
＊月曜から土曜で応相談
＊１０時 30 分から１６時の間で１時間程度

定期ボラ

▲ケアハウス野田（上三ケ尾）

・洗濯の補助

「Link UP」学生ボランティア in 千葉
～これからの未来につなげよう～
時：2 月 16 日(土)
10 時から 16 時 30 分（9 時 30 分受付）
場 所：千葉大学西千葉キャンパス
総合校舎 1 号館 201 教室
内 容：グループトーク、ポスター作り、ロー
ルプレレイング等
参加費：無料
問合せ：千葉県社会福祉協議会
ボランティア・市民活動センター
☎０４３－２０４－６０１０

▲トータルサポート・ノダ
デイサービス咲楽(柳沢)

＊大正琴の指導
（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 時間程度
* 曜日、時間応相談

▲高齢者施設

特別養護老人ホームすばる内の洗
濯室で、洗濯物を洗濯機にセット、
乾燥機セットをお願いします。乾燥
機終了後畳んでいただくまでをお
願いします。

日

＊月曜から土曜で応相談
＊１０時から正午の間で応相談

～雲雀ハーモニカクラブ定期発表会～
ハーモニカによる独奏及び合奏

イベントは県内の大学生が企画・運営しています！
日

平成 30 年度教育支援 NPO ボランティア等
実践研究交流会

時：２月１６日（土）
13 時 30 分から 16 時 30 分
会 場：中央公民館 １階 講堂
入場料：無料

基調講演：昭和女子大学グローバルビジネス学部特任教授
コミュニティサービスラーニングセンター長

興梠 寛氏
日

時：３月２日（土）
10 時から 16 時 30 分 （9 時 30 分受付）
会 場：さわやかちば県民プラザ 大研修室 他
対 象：教育支援活動にかかわっている方や興味
のある方
主 催：さわやかちば県民プラザ
参加費：無料
申込み：さわやかちば県民プラザ事業振興課
☎７１４０－８６１１

～第 22 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
日 時：３月１６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
おなはしパレットみなみ

～演芸出前「仕出し屋」発表会～
会員全員による演芸を発表します
日

時：３月１６日（土）
13 時から 16 時
会 場：中央公民館 １階
入場料：無料

講堂

◆ボランティア団体の皆様へ◆
ボランティアセンターでは奇数月に発行し
ているボランティア通信のイベント情報を募
集しています。お気軽にお問合せ下さい。

野田市社会福祉協議会では、野田市からの受託事業として視覚障がいのある方のために【の
だ市報】
（毎月 1 日、15 日発行）を音訳・点訳し郵送する【声の広報】事業を行っています。
音訳版は「朗読グループあいの会」のボランティアの皆さん、点訳版は「点訳の会」のボラ
ンティアの皆さんが担当して下さっています。
このサービスを利用する方のご要望により、平成３０年１１月号より野田市社会福祉協議
会の広報誌【社福のだ】
（年３回発行）でも始めました。次号は３月１日のお届けを予定して
います。
【声の広報】は視覚障がいのある方が登録し、無料の郵袋を使って利用する事が出来ます。
希望する方がいらっしゃいましたら、野田市社会福祉協議会までお問い合わせください。
申込み・問合せ 野田市社会福祉協議会 ☎７１２４－３９３９
＊今回は「活動中、お邪魔しました！」のコーナーはお休みします。

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。

日時：２月 11 日（月）（建国記念日）
11 時から
場所：イオンノア店
当日は先着で古切手を使った
ボランティアセンター特製し
おりの配布がありますよ♪

介護支援ボランティア制度は、野田市にお住い
の６５歳以上の方の皆さんが、市の指定する介護
保険施設等でボランティア活動を行い、社会参加
や地域貢献をすると共に、ご自身の健康増進、生
きがいづくり、介護予防を図ることを目的として
います。
日
場

時：１月２８日（月）10 時から 11 時
所：北コミュニティセンター
第１・２集会室
対
象：市内在住の 65 歳以上で、介護保険
料に滞納がなく要介護・要支援の認定
を受けていない方
申込み ：野田市社会福祉協議会
☎7124－3939
受
付：1 月２５日（金）まで
持ち物 ：印鑑、筆記用具

おもちゃ病院 野田開院のお知らせ
日にち

時

間

場

所

1 月 22 日（火）

10：00～12：00

1 月 26 日（土）

9：30～11：30

岩木幼稚園

1 月 27 日（日）

9：30～12：00

野田総合福祉会館

80

1 月 29 日（火）

9：30～12：00

南部梅郷公民館

60

2 月 3 日（日）

9：30～12：00

関宿中央公民館

2 月 4 日(月)

9：30～12：00

野田公民館

聖華未来のこども園

2 月 10 日（日）

9：30～12：00

谷吉子ども館

2 月 23 日（土）

9：30～11：30

岩木幼稚園

2 月 24 日（日）

9：30～12：00

野田総合福祉会館

2 月 25 日（月）

10：00～12：00

100

個人ボランティアの年齢構成
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聖華未来のこども園

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

★個人登録者数
★団体登録数

24３人
107 団体
平成 30 年 12 月末現在

