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検索

年初にあたって皆さんの
元気な姿をご紹介します！

♦カ・フラ・オ・イリマ・アロハ
★ハンドベルクワイヤラルゴ

♦ウクレレマスターズ野田

コロナウイルスの
終息を待ち練習に励む
ボランティア団体の皆さん‼

★仕出し屋

早く、私たちの演奏、
踊り、朗読、演芸等を
施設の皆さんにお届け
したい！

■野田マジッククラブ

【写真の記号説明】
◆練習の様子
★ミニ発表会
■ 講師講習会
♦表現グループゆらぎ
皆さん、マスク・消毒等対策をしっかりして練習されています。
定例会時にミニ発表会を開き芸を磨いています。手作りのパーティ
ションを使用している団体もあります。ビニール傘を使って飛沫防
止はいいアイデアですね。

★笑紫会
野田市手話サー
クルけやきの会
軍手で手話の
指文字パネル製作

コロナ禍でも障がいのある方への情報保障はたゆまなく！

朗読グループあいの会

点訳の会

要約筆記サークル「ほたる」 手作り拡大写本かたつむり

＊コロナ禍の折、ボランティアセンターのある総合福祉会館付近で活動されている団体の皆さん
へ 12 月に取材させていただきましたので、他の会場で練習に励んでいらっしゃる皆さんについ
てはご紹介できず済みませんでした。 （令和 2 年 12 月に取材）

With コロナ アンケート第 2 弾！

～ボランティアセンター登録団体の活動状況～
・ボランティア通信（第 123 号）発送時にアンケートを同封し、郵送、FAX にて回答をいただきました。
・登録 102 団体に送付し、71 団体より回答をいただきました。
今回は、前回の市内施設の受入れ状況のアンケート調査に引き続き、登録ボランティア団体活動状況の
アンケート調査をいたしました。
With コロナが浸透し、感染防止対策をそれぞれに工夫し、何らかの活動をしている団体が 47 団体あり
ました。障がい者や高齢者への技能提供団体や屋外での活動が中心のボランティア団体は、活動を継続ま
たは再開していることがわかりました。活動を再開したが、ボランティアの受け入れ施設がないため、練
習のみの活動と回答いただいた団体の 12 団体が含まれています。いつボランティアのお声がかかっても
大丈夫なようにと日々練習に励む皆さんの姿勢には頭が下がります。またボランティアのモチベーション
の維持のために定例会時にミニ発表会を行い、会員同士で高め合う努力をしている団体も見受けられまし
た。それ以外には、定例会や役員会による話し合いのみと回答いただいた団体がありました。
コロナウイルス感染第 3 波が到来して緊急事態宣言も出され、受け入れ施設がさらに慎重にならざるを
えない状況下で、特技・施設訪問で登録の団体の皆さんには、依然として厳しい状況となっているようで
す。

――アンケート集計結果――

・現在、貴団体ではボランティア活動を再開していますか。
活動を再開している 47 団体
（うち練習のみ 12 団体を含む）

休止している 24 団体

・ボランティア活動を再開しているとご回答いただいた場合どのような形で活動
されていますか。（活動時に気を付けている事を含む）
・練習のみ
・定例会、役員会等の話し合いのみ
・活動を制限して一部行っている（講習会の回数を減らして）
・外での活動が中心なので、ほぼ通常どおり活動
・個人の家でできる活動は家での活動に切り替えて行う（高齢者への電
話訪問活動）
・検温、消毒、マスク使用、アクリル板使用、ソーシャルディスタンス
を守って練習

屋外の活動は
三密がさけら
れるので、昨
年１０月よりイ
オンノア店で
の花の頒布会
を再開！

花の会野田

・ボランティア活動を休止しているとご回答いただいた団体の方はどのような状況に
なったら、ボランティア活動を再開したいとお考えですか？
・イベントの実施は会全体として取り組むので、国・県・市が良いとなったら再開する
・コロナ禍で会員の多くが退会し戦力不足のため実力をつけてから
・コロナウイルスが終息し、介護施設等からのボランティアの要望があった時
・コロナウイルスがある程度終息し、施設サイドが安心して受け入れる体制が整ったら
・施設からの要望があった時にコロナウイルス感染防止対策をして
・学習者が勤務している施設等から勉強会への許可が出た場合
・コロナウイルスの終息と「ウイルスのワクチン、治療薬」の開発、施設側がボランティアを受け入れら
れる環境になったら
右記の団体の他にも定
期的に集まり定例会・役員
会で今後の対応を協議し
ていらっしゃる団体が多
いですね。‼

市民会館・博物館の
ご案内や依頼を 受
けての街歩きガイド
は継続！

外国語講座、日本
語学習部は回数
を減らして開催！

野田市国際交流協会

むらさきの里
野田ガイドの会

・ボランティアセンターにサポートして欲しいと思うことを自由にお書き下さい。
・助成金公募の案内、情報のお知らせ
・リモートでの勉強会のノウハウを教えて欲しい。在宅でできる案件のサポート
・ボランティアセンターで感染予防対策グッズを購入していただけると有難い（消毒液、マスク）
・消耗品以外の感染予防対策グッズを購入して欲しい（アクリル板、舞台と聴衆を分けるパーティション）
・加湿器、鏡（技術の向上のため）を購入して欲しい
・高齢化、コロナの影響もあって会員数が減少しているので数年に一度でも良いから講座（公募による）を
開いて欲しい
・ボランティア情報の提供
・コロナ禍での活動のガイドラインなどを作成し、アナウンスして欲しい
・書類提出方法の電子化
・ボランティア活動の再開が可能になったらボランティア通信等で告知して欲しい
・
「広く野田市民の方々を対象とした具体的なボランティアの紹介」
「ボランティアの行い方」
「ボランティ
アを募集している団体」等を紹介する催しの開催（ボランティア活動参加者を募集するため）
貴重なご意見、ご要望ありがとうございました。皆さんの声をボランティアセンターの今後に生か
してまいります。
オンラインイベントにチャレンジし
て After コロナの時代に向けて新しいス
キルを身につけるのもいいですね。

！
コロナ禍における地域福祉活動
〜新しい生活様式とともに〜
令和 2 年度千葉県地域福祉フォーラムシンポジウム

開催日時：令和 3 年 2 月 14 日（日）
１３時から 15 時 30 分まで
ZOOM 開催
参加対象：地域福祉関係者、地域福祉に興味・関心の
ある方
申込方法：右下の二次元コードまたは本会ホームペ
ージからお申し込みください。
申込時に登録されたアドレスへ視聴用
URL を 2 月 10 日までにお送りします。
http://www.chibakenshakyo.com
申込期限：令和 3 年 2 月 1 日（月）
参加無料：定員 100 名
お問合せ：千葉県社会福祉協議会
地域福祉推進部地域福祉推進班
TEL
043-245-1102
FAX
043-244-5201
Mail
chiiki@chibakenshakyo.com

もったいない食品大募集
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。
野田市社会福祉協議会
☎７１２４－３９３９

千葉ボラクエ２

２１開催‼

〜私達は今…最高の助つ人となる〜
「ボランティアクエスト（ボラクエ）」とは
あなた自身が主人公となり、日常に潜む困難を
ボランティアの力によって解決する ZOOM
型ロールプレイングである。
開催日時：令和 3 年 2 月 23 日（火・祝）
12 時 30 分から 17 時まで
（11 時 30 分から 12 時 20 分までに
入室をお願いします）
ZOOM 開催
申込方法：参加申込は右の
二次元コードにて
参加無料：定員 80 名
お問合せ：千葉県社会福祉協議会
ボランティア・市民活動センター
TEL
043-204-6010
FAX
043-204-6015
Mail
shakyo-vc@chibakenshakyo.com

野田市パーソナルサポートセンター
☎７１２５－２２１２
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

野田市ボランティアセンター
登録 3 団体が助成決定！

◆秋のじょいんとの中止報告◆

〜大和証券福祉財団ボランティア活動助成〜
助成が決定してお喜びの団体の代表の方に
コメントをいただきました。
おはなしグループ「ゆう」

ボランティア通信（前号）でボランティア募集い
たしました「秋のじょいんと」は、新型コロナウイ
ルス感染症予防のため、中止とさせていただきまし
た。

今回の大和証券の助成では養護施設の子ども達
に身近に良い本があって本と親しみ、本とお友達に
なってほしいという願いを込めて施設内の小文庫
の蔵書を増やすことが出来ます。大変ありがたく思
っております。

今後のボランティアセンターの予定
・しおり作りボランティア（２月予定分）
・出張広報活動
（イオンノア店でのチラシ配布）

学習支援ボランティア
来年度より中学生の教科書が変わりますので、そ
れに伴って新しい教科書、それに準拠した問題集を
今回の助成金により揃えることが出来ますので大
変助かりました。
要約筆記サークル「ほたる」
ほたるは、聞こえにくい方に文字で情
報を伝える活動をしています。「みみづ
くの会」
「おひさまといっしょに」
「サン
スマイル」などが主な活動の場です。
ほたる設立から 23 周年。今回、「ボ
ランティア活動助成」に採用いただいた
ことを糧に設立時の目的、思いを忘れず
に活動を続けていきたいと思います。

要約筆記の練習の様子

♡募集中♡
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。

ではございますが
新型コロナウイルス感染症の予防、参加者の
安全確保のため、中止する事にいたしました。

◆ボランティアセンターより◆
２０２０年はコロナウイルス感染症の
流行により、私たちの生活が一変した年と
なりました。ボランティア活動においても
新しい生活様式に対応するために活動の
見直しを強いられた年となり、皆様大変苦
労されたと思います。一刻も早くコロナウ
イルス感染症の流行が収まり通常のボラ
ンティア活動ができるようになることを
祈りながらこの原稿を書いています。２０
２１年が皆様にとって良い年になります
よう、ボランティアセンター職員一同願っ
ております。

総合福祉会館の施設利用について
緊急事態宣言の発令に伴い、

おもちゃ病院野田

開院中止のお知らせ

ボランティア通信 9 月号でコロナ禍での活動
再開をお伝えした「おもちゃ病院野田」ですが、
新型コロナウイルス感染拡大で「１月から当分の
間の開院を中止します。
」との報告がありました。
残念ではありますが、今は状況に応じた柔軟な
対策が必要ですね。再開をお待ちしています。
新型コロナウイルス感染症が急激に流行してい
ます。各自しっかりと対策をしてこの難局を乗り
切りましょう

令和 3 年２月７日（日）までの間、
開館時間を短縮し、17 時で閉館します。
＊開館中の施設内での飲食禁止（水分補給を除
く）
＊調理室や茶道など、飲食に繋がる活動も禁止
＊カラオケ、合唱、詩吟など大声の発生を伴う
活動も禁止
＊閉館期間や時間等は今後の状況によって変
更となる場合があります。
ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力の
ほどを宜しくお願いしたします。

