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野田市社会福祉協議会 検索

今年は久々に       に挑戦！

例年はバスハイクを実施している「夏のじょいんと」（知的障

がいのある方とボランティアの集い）ですが、今年は久々に、皆

さんでボウリングに挑戦です。参加者さんをサポートし、共にボ

ウリングを楽しんでくださる方を募集します。当日は「明治なる

ほどファクトリー守谷」の見学も合わせて予定しています。

学生の皆さんや初参加の皆さんも大歓迎ですよ。

〈内 容〉 知的障がいのある方とボランティアの集い

＊ボウリング   「ラクゾー野田店」(イオンノア店内)

＊ヨーグルト工場見学 「明治なるほどファクトリー守谷」

〈日 時〉 ７月２７日（土曜日）

         ８時３０分 集合（市役所１階ロビー）

       １６時３０分 解散（市役所）

〈参加費〉 １,０００円（昼食代）

〈人 数〉 ２０名程度

楽しいふれあいがいっぱい♪

のじょいんと

＊皆様の予定表に書き込んでいただけると嬉しいです。

夏のじょいんと ７月２７日（土）   ボウリング・工場見学

秋のじょいんと １１月３０日（土）   軽スポーツ・レク大会

春のじょいんと  ２月２２日（土）   いちご狩り＋お楽しみ

今年度の「じょいんと」の日程が決まりました♪

【申込み・お問合せ】

野田市ボランティアセンターまで

☎７１２４－３９３９

＊「じょいんと」は知的障がいのある方とボランティアの体験とふれあいの集いです。

「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３回実施しています。

ヨーグルト工場の見学も！



  
  

【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◆◆◆

◆ ◆ ◆イベント情報◆ ◆ ◆

学習支援「ひまわり学習会」説明会

初夏のみんなで楽しむおはなし会
笑紫会 第 21 回 落語発表会

【日 時】6 月 2 日（日）
     12 時 30 分から 17 時

    12 時開場、12 時 30 分開演
【会 場】中央公民館 講堂
【入場料】無料

定期ボラ

【日 時】６月２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

    申込み不要
    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 ☎7129－8811
おはなしパレット北

【日 時】５月２５日（土）
     １０時３０分から正午
【会 場】南コミュニティ会館２階 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 ☎7125－7981
おはなしパレットみなみ

第 23 回 大人のためのおはなし会

★桂 伸治 師匠 特別出演

ぜひ、ご来場ください。お待ちしております。

定期ボラ

記号説明 ▲高齢者施設■その他

▲敬愛デイサービス(岩名)

・リハビリ庭園花壇の花及び花木の手入れ
（草取り、消毒、水やり等）のお手伝いをし

てくださる方

【日 時】毎月第２土曜日 から（４０分）
【場 所】野田公民館（４階）研修室
【連絡先】☎7129－2438（佐々木）

学習環境に恵まれない子ども達の学習を

支援しています。第１から４土曜日、欅のホ

ール内。公民館等にチラシあり。個人情報は

遵守します。

長く語り伝えられてきたお話は、大人
にもわくわく・どきどき楽しみを与えて
くれます。一緒に楽しみませんか。

「くわず女房」「小さいお嬢さまのバラ」他

～石井 桃子の世界～

＊月 2 から 3 回

＊１回１から２時間程度

■「おひさまといっしょに」個人ボランティア募集

“おひさまといっしょに”は市内の障がい者施設、当事者団体、小中学生、ボランテ
ィア団体等が集まる一大イベントで、毎年６００～７００名程度が参加します。そこ
で、レクリエーションなどのお手伝いをしてくださるボランティアを募集します

日 時：６月１５日（土）10 時から 15 時

場 所：関宿総合公園体育館

持ち物：室内履き（運動靴）、水分補給、動きやすい服装でお願いします

人 数：20 名程度
まだ間に合いますよ。一緒に楽しみましょう♪

イベント

▲特別養護老人ホーム

船形サルビア荘（船形）

・将棋やオセロ、囲碁などのお相手

・書道、折り紙を入所者に教えてくださる方

・入所者とのレク活動をしてくださる方

＊日時は応相談（金曜以外）

＊14 時から 16 時の間で



7 月１９日（金）

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（長袖の上着でも可）、

虫よけスプレー等の虫よけ対策、上履

き、タオル、飲み物持参

子ども館で夕食用意

7 月 25 日（木）

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

山崎

子ども館

うめさと

子ども館

七光台

子ども館

中央

子ども館

谷吉

子ども館

関宿

子ども館

7 月２０日（土）

１５時から２０時

６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１９日（金）

１５時３０分から２０時

10 名募集（高校生以上）

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 月２０日（土）

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２０日（土）

１４時 30 分から２０時 30 分

６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

★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

＊帰宅時間が遅くなりますの

で、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。

【申込み・お問合せ】

野田市ボランティアセンターまで

☎ ７１２４－３９３９

今年で８回目！

毎回大好評！無料です！

私たちは、そば打ちを楽しんでいます同好会です。
皆様に広く「手打ちそばの美味しさ」を知っていただくため出前出張をいたします。

実演を見て、ご参加いただくもよし、打ちたてそばを味わいながら皆様と楽しい時間を過ご
したいと思います。

対  象  市内福祉施設で 1 か所２０名程度から

      実演及び調理スペースの確保ができること
費  用  無料

申込締切  ５月３１日（金）
お問合せ  野田市ボランティアセンター

      ☎７１２４－３９３９
蕎麦道楽野田弐八会です。
よろしくお願い致します。



お邪魔しました

～ツェルコバアンサンブル～

  

  

活動中

おもちゃ病院 野田開院のお知らせ

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

日にち 時 間 場 所

5月 23 日（木） 10：00～12：00 聖華未来のこども園

5月 26 日（日） 9：30～12：00 野田総合福祉会館

6月 2 日（日） 9：30～12：00 関宿中央公民館

6月 9 日（日） 9：30～12：00 谷吉子ども館

6月 10 日（月） 9：30～12：00 野田公民館

6月 20 日（木） 10：00～12：00 聖華未来のこども園

6月 22 日（土） 9：30～11：30 岩木幼稚園

6月 23 日（日） 9：30～12：00 野田総合福祉会館

6月 28 日（金） 9：30～12：00 南部梅郷公民館

フルートを中心として施設訪問をしている団体。「ツ
ェルコバ」とは英語で「欅」。野田市の木でもあります。
メンバーは変わってもこの名は受け継がれています。

♪Ｈａｐｐｙ－Ｗｉｎｄｓ（ハッピーウィンズ）♪
民間の自主的な福祉活動を支援し、より広範な

地域福祉活動の基盤を整えるため、ボランティア
団体、ＮＰＯ等が行う市民福祉活動に助成を行っ
ています。

～千葉県地域ぐるみ福祉振興基金～

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１４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

私達は、老人ホームや介護福祉施設等への慰
問活動（歌と演奏のお届け）を主とする 7 名
のシニアな音楽集団です。「好きな音楽を仲間
と共に」、「お客様に少しでも喜んで頂けたら」
とのとの思いから 3 年前
に結成され、日々練
習に励んでいます。
Ｈａｐｐｙ－Ｗｉｎ
ｄｓと言う名前には
結成時の熱き思いが
込められています。

ふろしき研究会 野田
京都に本部を持つ「ふろしき研究会」の野田

支部で、現在２名で活動しています。1300 年
の歴史を持つ、「ふろしきの活用」を通して、
レジ袋使用の削減をはかり、環境保全、地球温
暖化防止に取り組んでいます。

また、日本文化の継承（色・柄・文様に凝縮
された和の芸術と歴史）、先人の知恵の詰まっ
た「ふた「ふろしき」の変幻自

在な活用を啓発していま
す。コミュニケーション
グッズや、ラッピングと
しての活用もご紹介し、
大変喜ばれています。講
習会等ございましたら、
お声掛け下さい。

～新登録団体の紹介です～

オリンピックのふろしきを活用して

バンドメンバー全員集合♫

◇助 成 金 情 報◇

お邪魔した日は、ツェルコバアンサンブルの皆さんの登場で午後のデイサービスの食堂

がおしゃれなコンサートの会場に様変わりしました。堀井さんと珠川さんは同じフルート

の先生に師事するお仲間です。おふたりのフルートに最近では珠川さんのご主人のドラム

も加わって生バンドとしてパワーアップしています。選曲には一番悩まれるとの事でした。

この日は、昭和のヒットメロディー、春の季節を味わう曲、震災の復興ソングと、皆さん

で歌って楽しめるものが多く選曲されていました。フルートは演奏を聴くものとばかり思

っていましたが、温かな音色で人の歌声の伴奏にすごく合うのにはびっくり。デイサービ

スの皆さんは実に心地よさそうに歌っていました。「生バンドで歌えるなんて素敵！こんな

チャンスはめったにないから歌いましょうよ」とウキウキ弾んだ様子でお友達を促す声も聞

こえてきました。また、クラシックやラテンの曲のフルートのソロ演奏にブラボーの掛け声、

ドラムのソロに「かっこいい！」と黄色い声援も飛び出してコンサートさながらでした。

「ソロの演奏は緊張しますが、人前で弾く機会は貴重です。訪問先の皆さんに喜んでいた

だけるのが、一番嬉しい」と日々練習に励んでいるツェルコバの皆さんです。「これからも、

自分たちのペースで長く訪問活動を続けていきたい」と熱く語って下さいました。ツェルコ

バアンサンブルでは、さらなる飛躍のため新しいメンバー募集中です。

フルートとドラムの珍しい

アンサンブル♪

ソロの演奏も盛り込んで♫


