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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。
これからも皆様に身近なボランティアセンターを
目指していきたいと思います。

何事も

「ウマ」く
いくといいね～。

新年に何か新しい事を始めたい！
ボランティアセンターは、そんなあなたの背中をちょっと押してあ
げる事が出来たら・・・、
「出来る事からボランティア♪」をセンター
では今年も合言葉としていきたいと思います。
昨年は野田市でも竜巻災害が発生し、多くのお宅に被害をもたらし
ました。また、野田市ボランティアセンターでは「被災者支援」を目
的に「災害ボランティアセンター」を設置いたしました。
多くのみなさまの迅速なご支援とご協力を頂きありがとうございま
した。ボランティアの皆さまの『馬力』に感謝し、今年はこのような
災害のない穏やかな一年となりますよう願うばかりです。
本年も引き続き、当ボランティアセンターの事業推進につきまして、
ご支援、ご協力くださいますようよろしくお願いいたします。
また、ボランティアセンター事業が多くのみなさまの力になれるよ
う努力をしてまいります。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

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」
。春はみなさんお待ちかねのイチゴ狩りです。今年は、みんな大好き
なお菓子の「グリコ」の工場見学もありますよ。
「じょいんと」は知的障がいを持つ方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：３月１日（土）
８時３０分集合
１６時解散予定
集 合：中央公民館１Ｆロビー
内 容：知的障がい者とボランティアの一日バスハイク（羽生市方面）
人 数：ボランティア２０名程度
《申込み、お問合せ》
参加費：昼食代１，０００円
野田市ボランティアセンターまで
TEL ０４－７１２４－３９３９

【申込み・お問合せ】
野田市ボランティアセンターまで
TEL ０４－７１２４－３９３９

「合唱コンサート」受入施設大募集！
ボランティアセンターに登録しているボランティアグループ「野田市合唱連盟」では、
下記の内容で合唱コンサートを実施できる施設を探しています。
施設等の行事を担当されている職員のみなさま、どうぞご検討ください。
この機会に素晴らしい合唱をお楽しみください！
日時：3 月 1 日（土）、2 日（日）、8 日（土）、16 日（日）の
いずれかの午後
内容：＊一時間程度で、「聞いてもらって、一緒に歌って、手遊びを
して」楽しい時間を過ごします。
＊40～50 名のメンバーで訪問します。
その人数で合唱ができる広さの場所をお持ちの施設を希望します。
単発ボラ

定期ボラ

★のだネット

◇木野崎病院デイケア（木野崎）

メグミルク工場見学の付添い

１月２６日（日）
13：２０集合 １５：０0 解散
＊グループホームに入居している障がい者のみ
なさんがメグミルク野田工場見学をする際の
お手伝い。
＊現地集合、現地解散のできる方。

定期ボラ

１、お話相手をしてくださる方
＊10：00～11：00 か 14：00～15：00
（時間の調整可）
＊ゲーム等をしながらでも OK
２、散歩の付添いをしてくださる方
＊午後 30 分程度
＊曜日・時間等応相談

２、麻雀のお相手をしてくださる方
＊月曜・水曜・金曜 13：30～14：30
３、カラオケにお付合いしてくださる方
＊月曜～土曜
14：30～15：30
＊いずれも一時間程度お付合いをして下さる
方で男女問いません。

定期ボラ

定期ボラ

●みずき、みずき第二
学童保育所（みすき）
月～金

１７時～１８時

＊子ども達に簡単な編み物を教えてくださる方

記号説明

▲高齢者施設

▲ツクイ梅郷 第二（山崎）

１、囲碁・将棋のお相手をしてくださる方
＊水曜・土曜 13：30～14：30

▲ブリスイン野田（宮崎）

定期ボラ

＊書道の指導をしてくださる方
＊月一回程度（応相談）
＊デイケアの活動日（水、日、祝日以外の日）
で応相談。

●清水第二学童保育所（清水）

＊小学１～４年生の元気な子ども達と遊んでく
ださる子ども好きな方。
＊囲碁・将棋・チェス・昔遊び等を教えていただ
きながら子ども達と楽しい時間を過ごしてく
ださる方
＊子ども好きで健康な方。

★障がい者

◇その他 ●子ども

…＊…ボランティア関連の研修会・講座情報…＊…
地域別（東葛地区）ボランティア研修会
テーマ「ボランティア活動のこれからを考える」
日 時：平成２６年 2 月 8 日（土）10 時 30 分～（受付は 10 時から）
会 場：船橋市中央公民館（船橋市本町２－２－５）
参加者：県内のボランティア及びボランティア活動推進団体・機関等
定 員：100 名
参加費：600 円（昼食代、資料代を含む）
主 催：千葉県ボランティア連絡協議会
後 援：千葉県社会福祉協議会、船橋市社会福祉協議会、
船橋市ボランティア連絡協議会
申込み・問合せ：1 月 24 日（金）までに野田市ボランティアセンターへ
☎０４－７１２４－３９３９

災害救援ボランティア講座
首都圏の災害に備え、今できることから始めてみませんか。
時：平成 26 年 2 月 28 日（金）、3 月 1 日（土）、3 月 2 日（日）の 3 日間
ともに９：００～１７：００
会 場：立教大学池袋キャンパス、池袋防災館
定 員 ：５０名
受講料：学生 9,900 円、一般 13,900 円（教材費等）
認定書：セーフティーリーダー認定書（災害救援ボランティア推進委員会より交付）
、
上級救命技能認定証（東京消防庁より交付）
申込み・問合せ：災害救援ボランティア推進委員会（ホームページ申込み可）へ
☎０３－６８２２－９９００
http://www.saigai.or.jp/
日

実施しました～！
11/30 秋のじょいんと
今年の「秋のじょいんと」は「野田市手をつな
ぐ親の会」のキャラバン隊「まめっ娘」の講演と
恒例のレクリエーションを実施し、多くのボラン
ティアが参加してくださいました。
「まめっ娘」の講演では、知的障がいや発達障
がいを子に持つ親御さん方の熱演により、障がい
に対する理解が深まるお話やご家族の体験談、実
技をまじえた疑似体験などを行いました。
後半のレクは会場を勤労青少年ホームの体育
室に今年は変更し、ボランティアと障がいを持つ
青年たちがペアになり、玉入れやよさこいソーラ
ンなどで身体を動かしました。今年も野田レクリ
エーション協会のご協力により、カローリングや
スカットボール、輪投げなど思い思いのスポーツ
をアットホームな雰囲気の中楽しみました。
一番盛り上がった
のはやはり玉入れ
れ!

人気のカローリング

各種事業のご報告
12/13 ボランティアサロン
昨年実施し好評だったボランティアサロンの
バスハイク。今回２回目の実施となりました。
当日はお天気にも恵まれ、笠間市にて陶芸体験
（手びねり）とつくば市にある「防災科学技術研
究所」の見学を楽しみながら交流を図りました。
さすが日頃個人ボランティアとして活躍され
ている皆さんです。バス内での自己紹介や日頃の
ボランティア活動の話が尽きません。午前中の移
動時間だけでは時間が足りず、わいわいがやがや
大いに盛り上がる楽しい時間となりました。美味
しい昼食をいただきながらもあちらこちらのテ
ーブルで情報交換。個人ボランティアをされてい
る方々の積極的な姿勢に頭が下がります。
ボランティア同士の良き交流の機会となった
１日でした。
防災科学技術研究所

笠間焼き手びねり体験

活動中

お邪魔しました

～マジック野田同好会～

公民館主催の初心者マジック講座終了後同好会として発足。
モットーは「夢への挑戦」
。マジック技術の向上と地域社会との
交流・発展に寄与していく事を目的に活発な活動をしています。

マジックに
見入る子ども達

この日は市内のとある学童保育所のクリスマス会への出演です。その様子を取材させ
ていただきました。学童保育所に「マジック野田同好会」の皆さんが到着し、準備をし
ている時からもう子ども達はわいわい、がやがや！今か今かと楽しみな様子です。
いよいよ開演、登場した４人のメンバーも初めは緊張した面持ちでしたが、子ども達
の「わぁ～」といった驚きや歓声に次第に調子が上がります！４人のマジシャンは子ど
も達に質問をしたり、アシスタント役をお願いしたりして、飽きさせない工夫を凝らし
ながら、それぞれに得意の持ちネタを披露。トランプ、銀の輪、ヒモを使った手品やス
マジックを終えて
カーフを操った手元から次々と出てくる色鮮やかな花など。身を乗り出して見入る子ど
笑顔一杯のメンバー
も達とひとつになって盛り上がり、あっという間の１時間でした。
自分がマジックを楽しんでいるから、それが見ているみなさんにも伝わるの
ではないでしょうかとのこと。また、家族の介護で施設を訪問しているボラン
ティアさんと接する機会があり、自分にも何か出来れば…という思いでマジッ
クを始めたメンバーもいらっしゃるとのこと。
「マジック野田同好会」では一緒
に活動できるメンバーを募集中。初心者の方も大歓迎！！月に１回程度、講師
を招いての勉強会もあるので安心です。是非、一緒に楽しみましょう！

「ボランティア要請カード」

様式変更のお知らせ
ボランティアセンターに新しく
登録されたグループのご案内です。
じょうがくしぎん

「城学詩吟の会」
日本の昔から続く古典芸能に触れてもらい、子
どもたちに詩吟の楽しさを知ってもらう。学童保
育所などの子ども達と漢詩、俳句、短歌、新体詩
などを一緒に歌う。
詩吟や詩舞の演目の披露に
よる訪問。

「オカリナ虹の会」
2 年ほど前に関宿の公民館でオカリナ講座を
受けたメンバーです。隔週で練習を続けつつ、
ボランティアで施設訪問
やイベントに参加したり
しています。
呼んでいただければ
何処へでもまいります。

「おもちゃ病院 野田」開院のお知らせ
お問い合せはこちらまで
野田市ボランティアセンター
「おもちゃ病院 野田」 本田

☎７１２４－３９３９
☎７１２９－７４９５

～施設の皆さまへ～
日頃ボランティアセンターへのご理解・ご協力
を賜りありがとうございます。
ボランティアセンターでは、皆様の施設に訪問
をする各ボランティア団体に皆さまの要請の内
容・施設の受入れ状況をよりよくご理解いただけ
るよう「ボランティア要請カード」の項目を見直
しし、様式を変更いたしました。
従来の項目にボランティア団体からお問い合わ
せの多い以下の項目を追加させていただきまし
た。お手数ではございますが、よりよいボランテ
ィア活動ができるようご協力を宜しくお願いいた
します。
新しい要請カードを

追加した項目
・控室の有・無

コピーしてお使い下
さい。

・控室の使用できる時間
・マイクの有・無
・その他の特記事項
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１/２１（火）

野田聖華幼稚園

１/２６（日）

総合福祉会館

いずれも

２/ １（土）

岩木幼稚園

９：３０～正午

２/１０（月）

野田聖華幼稚園

２/２３（日）

総合福祉会館

