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野田市社会福祉協議会 検索

第１回 野田市災害ボランティアセンター設置運営訓練

今後のボランティアセンターの予定

・ボランティアサロン

・春のじょいんと （いちご狩りは中止）

（室内でできるものを思案中です）

ではございますが    

新型コロナウィルス感染症の予防、参加者の
安全確保のため、中止する事にいたしました。

11 月 1 日に災害ボランティアセンター設置運営訓練を行いました。地震などの災害により甚大な被害を受けた

場合、復旧・復興を目指して野田市社会福祉協議会が「野田市災害ボランティアセンター」を立ち上げることとなり

ます。「野田市災害ボランティアセンター」の活動について広く市民のみなさまに周知することと、事前にその立ち

上げ訓練を行い、組織のあり方や役割、関係機関・団体との連携などを確認することを目的として実施いたしまし

た。その様子を報告させていただきます。

※今年度は新型コロナウィルス感染予防対策のため、参加者を制限し、職員のみでの開催となりました

野田市ボランティアセンターでは、災害が発生した場合、グループ登録の方や個人登録の方々に「災害ボランテ

ィア」協力のお願いをさせていただく場合がございます。みなさまのご協力をいただければ幸いです。

②受付
保険加入の確認をいたしま

す。

③オリエンテーション
活動の注意事項などの説明。

④マッチング
活動先の調整。依頼をもとに、

参加者のグループ分け、マッチ

ングを行います。

⑥資材貸し出し
活動先で必要な備品の貸

し出しを行います。

⑤送り出し
活動先への移動など手配

します。

⑦活動報告
作業状況など報告し、活動

終了となります。

実際は

マッチングで決めたグ

ループ毎に、現場での作

業となります。

実施しました

①参加申し込み
申し込み書に記入して

いただきます。



・施設からボランティアにメッセージ

＊毎年忘れずに元気を頂いていたボランティアさん、コロナに負けずにお互いに頑張りましょう。また元気を届けてく
ださい。

＊ボランティアの皆様が来所される度、利用のお客様のみならず、勤務職員も笑顔になれる時間を提供してくださり感
謝しております。地域との繋がりを脅かす状況ではありますが、今は、皆様も体調管理に尽力頂き、またお会いでき
る日を心待ちにしております。

＊コロナ禍になる前はボランティアさんに多数お越しいただいており、利用者の皆様を楽しませてくれていた事に本当
に感謝しております。今はまだ施設としてもコロナとどういった形で「With」していくべきか試行錯誤している状況
です。対応が確立されコロナが落ち着いたらまたお越しいただきたいと考えております。

＊利用者さんも心待ちにされておりますが、社会情勢も含め、今しばらく慎重にならざるをえない状況です。再開でき
る日がきましたらよろしくお願いいたします。

With コロナ～市内施設の受入れ状況～

――アンケート集計結果――
・現在個人ボランティアの活動を受け入れていますか。

  

・現在団体ボランティアの活動を受け入れていますか。

・ボランティア通信前号（第 122 号）発送時にアンケートを同封し、FAXにて回収。
・79 施設に送付し、36 施設より回答をいただきました。

・今後どのような状況になったらボランティアの受け入れを再開しますか。
   コロナの収束後。ワクチンができたら。感染者の減少。が主な回答でした。

市内施設の受け入れ状況をアンケート調査いたしました。
With コロナで少しづつ日常も戻ってきましたが、残念ながら施設でのボランティアの受け入れに

ついては、まだ再開の目途がたっていない状態でございました。万全を期してでしょうか、受け入れ
再開には慎重な様子が伺えました。
しかし、「感染者が減少し、予防接種なども整いましたら受け入れの再開を検討している」と前向

きな意見と、「以前のようにボランティアが来てくれる事を楽しみにしている」といった意見も多く
いただきました。活動再開を楽しみにされているみなさんに、施設からメッセージもいただきまし
た。（メッセージは下記にまとめてあります）
安心してボランティア活動ができる日常が戻ってくることをボランティアセンター一同願ってお

ります。

受け入れている 13 受け入れていない 23

３ 未回答 5受け入れていない 28

・現在個人ボランティアの受け入れを検討していますか。

  

・現在団体ボランティアの受け入れを検討していますか。

検討している 10 検討していない 26

7 検討していない 26 3

受け入れている

検討している 未回答



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。見守りやサポートをお願いします。一緒に軽ス
ポーツを楽しみましょう。

日 時…１２月１２日（土）１３時３０分 集合１５時３０分 解散予定

定 員…５名 ※感染予防対策のため参加人数を制限しております

      ※軍手をして競技します

場 所…野田市勤労青少年ホーム体育室

内 容…玉入れ、手作りボーリング競争、

ニュースポーツ（トリコロキューブ）

持ち物…マスク着用必須、水分

体育館用室内履き、動きやすい服装でご参加ください
毎年人気の玉入れ

感染予防対策をしつつ、コロナ禍でもできることを。
今年は縮小版「秋のじょいんと」です。

【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◆◆◆ 記号説明 ■その他

単発ボラ

■秋のじょいんと（鶴奉）

■園芸福祉ファーム

障がい者施設との園芸福祉に取り組み地
域に根ざした活動をしています。。

定期ボラ

＊水曜日 ９時から１１時まで（応相談）
野外農園内でご自分の体調にあった作業に

ご参加ください（播種、苗植え、草取りなど）

■学習支援「ひまわり学習会」 (中野台)

「ひまわり学習会」についての
問合せは下記へ

☎ ７１２９－２４３８（佐々木）

定期ボラ

＊土曜日（月４回）

＊１６時４０分から２０時３０分まで
（応相談）

＊生涯学習センター（欅のホール内）

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。

学習支援に熱意と自信の
ある方のボランティア講師
を募集しています。

自然と仲間との触れ合いを
通じて健康で生きがいを持っ
た暮らしを目指しています。

今年はガードを利用して距離
を取ります。

もったいない食品大募集
その他

ご家庭で余っている食品（保存可能な物）

を募集しています。

詳細は下記にお問合せください。

フードバンクちば
☎０４３-３０１-４０２５

(平日１０時から１７時）
※スタッフ不在の場合は留守番電話に

メッセージをお伝えください

メール:fbchiba@jigyoudan.com

野田市パーソナルサポートセンター
☎７１２５－２２１２

野田市社会福祉協議会
☎７１２４－３９３９

ボランティア募集、記事掲載の希望が

ございましたらボランティアセンター

までご連絡ください。

ぜひ、ご活用ください。



～しおり作りボランティア～
活動再開

古切手を使ってしおりを制作し、ボランテ
ィアセンターの啓発活動に活用しています。

ボランティアセンターの広報活動で配布するため“しおり”をボランティアの協力

のもと、制作しています。コロナの感染予防対策のため集まりをお休みしていました

が、１０月１６日に、１年振りに再開いたしました。偶数月の第３金曜日の午前中、

８名で活動しています。今回は、感染予防対策のため以前のように楽しいおしゃべり

をしながらとはいきませんでしたが、お顔を合わせての作業は楽しく、みなさんの元

気な様子がみられて安心しました。

活動に興味のある方はボランティアセンターまでお問合せください。

    野田市ボランティアセンター ☎７１２４－３９３９

～新・ボランティアグループのご紹介～

ボランティアサークル グレイスアカデミーは、ホー
ムスクールの子ども支援の団体として、2011 年 3 月から
活動しています。お習字、腹話術、音楽、英語、体育、
朗読の会、クリスマスコンサート、ボランティア活動な
ど様々な体験会を中心に子ども支援に取り組んできまし
た。今年度は世界の SDGs を知るために、ハンガーゼロ
zoom 体験会をしたり、フラレッスンも始まり、秋には
ハンガーゼロ講演会、フラコンサートができました。

最近は地域のフードバンクに繋がり、
要支援家庭への家庭訪問やフードパント
リーをしています。

子ども達が体験を通してキラキラ輝く
楽しい子ども時代を過ごして欲しいと
願ってます。

ボランティアサークル
グレイスアカデミー

令和２年１２月２９日（火）から

令和３年 １月 ３日（日）まで

年末年始お休みのお知らせ

総合福祉会館臨時休館日

令和２年１１月３０日（月）

館内害虫防除のため野田市社会福祉協議会は

休館となります。

寒くなってまいりました。

風邪などひかないようご自愛ください。

特技や趣味を生かしてボランティアグループとし
て地域で活躍してみませんか！

野田市ボランティアセンターではボランティアグ
ループの登録を随時受付しております。

詳しくはボランティアセンターまでお問合せくだ
さい。

～新職員のお知らせ～
４月より入社しました、小﨑遥佳（こざき はる

か）と申します。ボランティア活動には以前より興
味があったため、センターの一員として
携わることができ喜ばしく思います。

皆さまがのびのびと活動できるよう、
全力でサポートしてまいります！

～点訳の会～
視覚障がい者の方への情報として「洪水ハザードマ

ップ点訳版」が完成しました。
コロナ禍ですが、予防対策をして活動されています。

ちょっといいお話‼❣

日にち 時 間 場 所
１１/２２（日） ９：３０～１２：００ 総合福祉会館
１１/２７（金） ９：３０～１２：００ 南部梅郷公民館
１２/１２（土） ９：３０～１２：００ 総合福祉会館
１２/２７（日） ９：３０～１２：００ 総合福祉会館

おもちゃ病院 野田開院のお知らせ

お問合せ

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

来会時は、マスクの着用、体温測定、手指消毒、
名簿記入のご協力をお願いいたします。

メモ
SDGs(エス・ディー・ジーズ)…2030 年までに持続

可能でよりよい世界を目指す国際目標です。17 のゴ
ール・169 のターゲットから構成され、地球上の「誰
一人取り残さない(leave no one behind)ことを誓っ
ています。

ハンガーゼロ(Hunger Zero)…「飢餓のない世界」
世界の貧困状態にあるある子どもたちを支援する活
動です。

作業の様子

出来上がり


