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検索

「秋のじょいんと」ボランティア募集！

「じょいんと」は「野田市手をつなぐ親の会」と野田市ボランティアセンターが
共催で年に３回実施している知的障がい者とボランティアの集いです。
皆さんのご参加をお待ちしています。

日

時・・１１月３０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・ ・参加者を見守り、共に競技に参加
し楽しんで下さい。
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、ボッチャ等のニュ
ースポーツなど

カローリングは毎年人気！

白熱する玉入れ！

★動きやすい服装、上履き持参でね！

サンタさんも登場するかも！

来年の東京パラリンピックの
正式種目の「ボッチャ」も以前
から「じょいんと」では取り入
れていますよ。

「申込み・問合せ」野田市ボランティアセンター
☎７１２４－３９３９

ボウリング大会！

手をつないでよさこいソーラン

★「夏のじょいんと」 ７月２７日実施 ★

当日は、梅雨がまだ明けきらず雨が心配されたのですが、皆さんの思いが通じた
のか、お天気が何とかもちました。
午前は地元でのボウリング。参加者とボランティアがペアになって楽しみまし
た。ボランティアの方々は投球の補助、見守り、応援等に大活躍！今回は初参加
のボランティアも多く、初めは緊張されていましたが、喜び
のハイタッチを繰り返すうち、緊張感も解け和やかなムー
ドになりました。スキンシップの威力はすごいですね。
午後は守谷にある明治のヨーグルト工場見学に出かけま
した。試飲あり、搾乳体験ありで楽しく過ごしました。
ヨーグルト工場にて全員集合♫

搾乳体験の様子！

５つのコースで計２５名の学生が
ボランティア体験に参加！

覚えたマジックを施設で披露

重りをつけて階段はつらい！

高齢者疑似体験

夏休みボランティア体験を利用して計２５名の学生が５つの
コース《高齢者疑似体験コース、障がい者施設体験コース、学童
保育所コース、高齢者施設体験コース、その他の体験（イベント）
コース》から、自ら選択し、この夏にボランティアデビューしま
した。ご協力いただいた野田芽吹学園、特別養護老人ホーム「松
葉園」、子どもの未来ネットワーク、腹話術の「みー先生」
（木村
操）さん、七光台第二学童保育所、関宿学童保育所の皆様のお蔭
で大変貴重な体験が出来たと参加者の皆さんに大好評でした。
学童体験

障がい者施設体験

風船掬いのお手伝い♪

遊びの広場

毎年好評そうめん流し

♫
軍手をして細かい作業は大変！

腹話術の「みー先生」 先生の腹話術を袖で見守って

・小学生と遊ぶ機会なんてないので、すごく貴重な一
日を過ごさせてもらった。帰り際に皆に「帰らないで」
と言われ、嬉しさと寂しさがこみ上げた。
・子供の相手は、最初は不安があったが、だんだん友
達になれた。またボランティアに参加したいと思っ
た。
・色々な話が聞けて対応の仕方を学べた。
・子どもが何を言っているのかわからない事があっ
て返しに困った。
・将来、保育士になりたいから、今回の経験が本当に
ためになったと思う。すごく良い体験が出来た。また
参加したい。
・障がいのある方と一緒に楽しさを共有する事が出
来た。
・なかなか前に出て自分のパフォーマンスを出すこ
とがなかったので貴重な体験になった。

風船射的のお手伝い

・色々な人達と交流して楽しみながら体験が出来
た。
・最初、周りになじめなかった。
・先生が、
「自分の得意な事をボランティアに活かせ
ばいいんだよ。」と言って下さり勇気が出ました。
・練習してマジックが少しだけれど出来るようにな
った。
・高齢者の方は毎日こんなに大変な思いをして生活
しているのだと実感する事が出来た。
・近くに高齢者の人がいたら積極的に手伝えるよう
にしたいと思った。
・これからの生活に役立ちそう（母とかの介護とか
で）と思った。
・耳が聞こえにくいので相手の声が聴きづらく、目
も見にくいので、相手表情もイマイチ読めなくて、
コミュニケーションをとるのが難しかった。

今年は野田市で開催！‼

東葛管内ボランティア
コーディネーター交流会

第１８回
１１月１６日（土）開催
みんな来てね。待ってまーす♪
《時間》１０時から１４時
《場所》野田市中央公民館
総合福祉会館
時計の広場
（野田市総合福祉館前）
＊雨天決行

年に１度、東葛飾管内の９市のボランティアセン
ター担当者及びコーディネーターが交流会を開催し
ています。
令和元年は野田市が担当。ＮＰＯ法人ちば市民活
動・市民事業サポートクラブの鍋島洋子氏を講師に
お迎えし、
「魅力的な情報発信について」ご講義いた
だき、グループワークで意見交換を行いました。私達
はボランティアセンターの日々の業務として様々な
ボランティア情報を発信し、ボランティアの募集を
行っていますが、思うように人が集まらない状況で、
いつも頭を悩ませています。講義で学んだ「対象を絞
り込んだ広報誌を作るコツやＳＮＳ等を活用したノ
ウハウ」を今後に活かしたいと思います。

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）
のだとくフェスタ（文化祭）のお手伝い
日 時：１１月１６日（土）
8 時３０分から１６時まで
人 数：２５名程度
内 容：＊児童・生徒の付き添い
＊用具の出し入れ
＊各会場の片づけ
＊駐車場の誘導等
その他：動きやすい服装で
上履き、飲み物持参
昼食とお茶の用意あり

◆◆◆イベント情報◆◆◆
第２２回

国際交流フェスタ２０１９

～野田の街から微笑みを 和！輪！話！～
時】９月２９日（日）
１１時から１５時まで
【会 場】野田市中央公民館 1 階・２階
【入場料】無料
【内 容】各国料理販売、外国語サロン、心書体験、
民族衣装紹介、リリーさんの占いなど
【主 催】野田市国際交流協会

▲高齢者施設

★障がい者

単発ボラ

定期ボラ

▲デイサービス かたらい（清水）
デイサービスの利用者様と手話で
お話し相手をして下さる方
* 水・金・日で応相談
* 10 時から 16 時の間で応相談
* 難しい手話は筆談用のボードもあり。

定期ボラ

▲ブリスイン野田（宮崎）

麻雀のお相手をして下さる方
＊ 月から金で応相談
＊ １４時から１５時の１時間程度
書道の指導をして下さる方
＊ 火・木・金で応相談 ＊月 1～２回程度
＊ 出来れば午前中（１時間程度）

【日

の

ボランティア募集中！

中央子ども館
9 月 21 日（土）12 時 30 分から 17 時 30 分まで
６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

七光台子ども館
10 月 19 日（土）9 時 30 分から 15 時 30 分まで
５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）

＊ゲームコーナー＊工作コーナー
＊遊びコーナー＊受付＊準備
＊後片付け＊駐車場など

定期ボラ

▲癒しのデイサービス野田（山崎）

麻雀のお相手をして下さる方
＊ 金の１３時３０分から１５時

谷吉子ども館
10 月 20 日（日）９時から 12 時 30 分まで
５名募集（高校生以上の学生）
動きやすい服装、運動靴で
上靴（スリッパ不可）、水筒、タオル持参
昼食あり（焼きそば）

うめさと子ども館
10 月 26 日（土）11 時 45 分から 16 時まで
７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

山崎子ども館
11 月 16 日（土）11 時 30 分から 16 時まで
10 名募集（高校生以上）
動きやすい服装、運動靴で
上靴、温度調節の出来る上着等、水筒、タオ
ル持参
昼食を済ませてから来てください

活動中

お邪魔しました

～野田市介護日本語学習支援の会～

野田市並びに野田市近郊に在住する日本語を母国語と
しない外国人へ、介護職に必要な介護日本語の学習の支援
をする団体。平成２９年より活動中。

私がお邪魔したのは市役所の８階。野田市介護日本語学習支援の会のサポートを受け
て初任者研修を修了した中国出身の A さんが、次のステップの実務者研修に向けて忙し
い時間をやりくりして、熱心に勉強しているところでした。
実は、国際交流協会の日本語教室の生徒であった A さんの妹さんが、初任者研修を受
験するのをサポートしたのがきっかけで、日本語があまりわからないまま研修を終了し
ている外国人がいる実情を知り、介護の質をあげてもらいたいとこの会を立ち上げたと
雰囲気は和やかでも真剣に学習！
の事です。現在会員は９名で看護師、介護福祉士、初任者・実務者研修終了者等と日本
語教室のスタッフです。今までに中国、タイ、ベトナム出身の 4 名をサポートしました。会では、学習者が、介護職従
事者である事を考慮し、学習者の都合に合わせて日時を調整、個別体制で学習支援をしているとのこと。初任者研修、
実務者研修を始め、介護福祉士試験合格のサポートの実績も上げていますが、それよりも優しい気持ちを持った外国人
の方が、介護で使われる難解な日本語を始め、少しでも多くの日本語を習得することで、つまらない仕事を押し付けら
れることなくより質の高い介護の仕事に結びつくことを願っているそうです。外国人のサポートなしでは、日本の高齢
者介護は成り立たない状況です。皆さん、周りに介護日本語の学習支援が必要な外国人の方がいたら、是非この会の事
を教えてあげて下さい。

おもちゃ病院 野田開院のお知らせ
～新登録団体の紹介です～
オカリナ

カナリヤの会

今年 3 月に結成したばかりのグループです。
オカリナに興味のある仲間が集まりました。ポ
ケットに入るほどの小さな楽器で落ち着いた
音色に癒されています。親しみやすい曲、懐か
しい曲などを選んでレパートリ―の幅を広げ
増やしているところです。
オカリナと楽しいアイデアを
持って福祉施設などに伺い、こ
の楽器を通じてのふれあいを
楽しみにしています。

助 成 金 情 報
コープみらい財団は、安心して暮らせる地域づ
くりが進むことを期待して千葉県・埼玉県・東京
都内で活動しているボランティア団体や NPO
法人などの市民活動を応援します。

コープみらい 地域かがやき賞(表彰団体募集)
申請期間 9 月２日（月）から９月２７日（金）まで
コープみらい くらしと地域づくり助成
申請期間 9 月３０日（月）から１１月８日（金）まで
＊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。
https://www.coopmirai-zaidan.or.jp/
〈お問合せ・お申込み〉
生活協同組合コープみらい 千葉県本部
参加とネットワーク推進部
社会貢献活動表彰・助成金事務局
T E L：０４３-３０１-６６８６
メール:mirai_jyoseikin-chiba@coopdeli.coop

日にち

時

間

場 所

9 月 19 日（木）

10：00～12：00

聖華未来のこども園

9 月 22 日（日）

9：30～12：00

総合福祉会館

9 月 26 日（木）

9：30～12：00

南部梅郷公民館

10 月 6 日（日）

9：30～12：00

関宿中央公民館

10 月 12 日（土）

9：30～11：30

岩木幼稚園

10 月 13 日（日）

9：30～12：00

谷吉子ども館

10 月 14 日（月）

9：30～12：00

野田公民館

10 月 19 日(土)

10：00～15：00

リサイクルフェア
（市役所）

10 月 24 日（木）

10：00～12：00

聖華未来のこども園

10 月 27 日（日）

9：30～12：00

総合福祉会館

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

介護支援ボランティア説明会
介護支援ボランティア活動で健康維持と介
護予防をしましょう。登録には説明会への出
席が必要です。

日時：９月２７日(金)１０時から１１時まで
場所：北コミュニティ会館
申込：９月５日(木)から１９日(木)まで
電話にて野田市社会福祉協議会まで
☎７１２４-３９３９

令和 2 年度 福祉助成金の募集
★福祉関係の事業所・施設が対象
・障がい者給料増額支援助成金・障がい者福祉助成金
申請期間 10 月 1 日(火)から 11 月 30 日(土)まで
https://www.yamato-fukushi.jp/
〈お問合せ・お申込み〉
公益財団法人ヤマト福祉財団 助成金事務局
T E L：０３-３２４８-０６９１

