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春！新しいスタートの季節です。外に出て、ちょこっとボランティアを始めてみませんか♪

合言葉は「できることから」ボランティア！
ボランティアセンターの
…

春 夏秋 冬

新年度のスタート。
ボランティアセンターに登録しているみなさ
んの更新手続きの時期です。みなさんからたくさ
んの更新ハガキが返信されます。
暖かくなってきて、福祉施設から外出のお手伝
いなどのボランティアがあります。

夏休みのシーズン。
夏休みにたくさんの学生がボラン
ティアセンターに登録し、活動します。
施設内の草取り、夏祭りのお手伝い
などのボランティアがあります。

ボランティア登録お待ちしています！
「私にもできそうだな」と思ったら、
ボランティアセンターまでご連絡ください。
お待ちしています。

イベントのシーズン。
福祉施設の催しや運動会、
敬老のイベントのお手伝いなどで、
演芸ボランティアグループが多数
活躍します。

年末年始。
クリスマス会のサンタクロースの
お手伝いなどの活動があります。
また、室内でのお話し相手や囲碁、
将棋、マージャンなどのボランティ
アがあります。

今年度もたくさんのボランティア登録ありがとうございました。
また、福祉施設等からたくさんのボランティアの要請をいただき、多くのボランティアグループ
のみなさんにご活躍いただきました。
様々な分野でのグループ登録もあり、ボランティア活動の広がりを感じた１年でありました。
昨年９月には竜巻災害による「野田市災害ボランティアセンター」を設置し、大勢の方から問い
合わせやご支援・ご協力をいただきました。８３名の災害ボランティアのみなさんの活躍により、
被災された方への支援活動を行うことができました。この経験を生かし、今後、災害が発生し「災
害ボランティア」としてみなさんのお力添えが必要となった場合に備え、個人登録のみなさんには
新年度から更新ハガキに「災害ボランティアとして活動してもよい。」の項目を追加いたしました。
「必ずやらなければならない。」といった趣旨ではなく、「災害時にご協力のお声掛けをさせていた
だく。」といった内容です。是非、ご協力のお気持ちをいただければ幸いです。
これからも、実りあるボランティア活動が行えるようセンター一同務めてまいります。
今後とも野田市ボランティアセンターの運営につきましてご理解とご協力を賜りますようよろし
くお願いいたします。

◆◆◆ボランティア

【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

◆◆◆

大募集

定期ボラ
記号説明
定期ボラ

▲高齢者施設

★障がい者

◇その他

▲ゆたりら鶴奉の家（鶴奉）

ペットボトルのキャップの分別。
キャップに付いているシール剥がしや、再利用
できないキャップの分別などを、高齢者の方と
一緒にお話しをしながらお手伝いしていただけ
る方。
＊10：00～1２：00
＊1３：00～15：00
１～２時間ほどお手伝いくださる方

★野田芽吹学園（下三ケ尾）

１、縫い物のお手伝い
（衣類の裾上げ、名前付け、雑巾縫い）
２、花壇やプランターなどの整備
３、洗濯物たたみ
４、お話し相手
⇒上記１～４は曜日、時間は応相談。
５、遊びの相手 ⇒土日で時間は応相談。
（折り紙や紙芝居、簡単な遊びなど）

定期ボラ

▲ツクイ梅郷

第二（山崎）

1、カラオケにお付合いしてくださる方
＊月曜～土曜
14：30～15：30

定期ボラ

▲ブリスイン野田（宮崎）
お話し相手（ゲーム等をしながらでも OK）。
＊10：00～11：00
＊14：00～15：00

定期ボラ

2、囲碁・将棋のお相手をしてくださる方
＊月曜～土曜
1３：30～15：30
３、麻雀のお相手をしてくださる方
＊月曜、金曜
1３：30～15：30
＊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。

◇しおり作りボランティア（総合福祉会館）

ボランティアセンターをみんなに知ってもらおう！
ボランティアセンターでは、使用済み切手を再利用した「しおり作り」をしています。
ボランティセンターの宣伝や周知活動に活用します。
一緒に制作してくださるボランティアを募集します。
使用済み切手の分別や張り合わせをする作業です。
【日 時】 ４月１８日（金）偶数月の第三金曜日
【時 間】 １０：００～正午
【場 所】 総合福祉会館２階第２会議室
【定 員】 ５名程度
＊ボランティアセンターでは、使用済み切手も収集しています。
ご協力をお願いいたします。
祝！２０周年

Ｖ連の集いを開催

手話通訳
磁気ループあり

入場無料

今年も野田市ボランティア連絡協議会では「Ｖ連の集い」を開催します！
「共に歩んだ軌跡をたどり熱き思いをつづけよう！」と題し２０年を振り返ります。
根本崇野田市長による「行政とボランティア」の基調講演、歴代Ｖ連会長によるパネルディスカッショ
ン、テーマ「ボランティアの変容と今後について」、ドリームアンサンブルによる「記念コンサート」な
どもりだくさんの内容となっております。
どなたでも参加できますので、お誘い合わせの上、ぜひご来場ください。
〔日 時〕
〔場 所〕
〔問合せ〕

３月１６日（日） １３時～１６時 （開場１２時３０分）
市役所８階 大会議室
野田市社会福祉協議会
☎７１２４―３９３９

お雛様をバックに春の演奏

お邪魔しました

活動中

～オカリナ にじの会～

オカリナ演奏のグループ。
音楽で人と人とが楽しく関われればと思い
活動しています。

昨年１２月にボランティアセンターへ登録されたグループです。結成は２年ほど前で現在メンバ

ー

は７名。日頃、オカリナの先生から指導を受け練習に励んでいます。
今日は、登録後、初めてのボランティア活動で市内のグループホ
―ムに訪問です。しかし、以前から様々なイベントに参加されてい
たとのこと。堂々とした息の合った演奏を披露していただきました。
施設から事前にいただいていたリクエスト曲を中心に春らしい曲

を選曲されていました。
「瀬戸の花嫁」が演奏されると、涙ぐむ利用者さんもいらっしゃいました。
演奏の合間には、言葉遊びのパネルシアターも取り入れ、観客をあきさせない工夫もあり、あっと

パネルシアターの様子
いう間の１時間でした。メンバーから「演奏を披露する場をいただき良い刺激になりますし、みなさん一緒に歌ってもらえるのは
嬉しいですね。
」とのこと。現在は、４月の発表会に向けて課題曲の練習に励んでいて、今後は、そのような練習の合間にボラン
ティア活動をしていきたいとのことでした。

～新・ボランティアグループのご紹介～
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

シエスタ（siesta）
野田市民の健康づくりを目的とした団体です。薬剤
師、栄養士が資料を用いて食事や健康についての講習
会、相談等を行います。私たちと
一緒に健康作りを考えましょう！
活動日：日曜日

訪問先

募集中！

上記「シエスタ」が、訪問いたします！
訪問は日曜日です。
是非、来てほしい！という施設や団体の方はボラ
ンティアセンターまでご連絡ください。

「東日本へ笑顔を送る会」
活動報告
私ども「東日本へ笑顔を送る会」の募金活動
（Ｈ2３年 10 月～Ｈ25 年 12 月）に対して、
野田市社会福祉協議会より感謝状を授与され
ました。
この活動はみなさまのサポートによって継
続されたものです。ご協力ありがとうございま
した。
今後も震災を
風化させないた
めに活動を続け
たいと考えてお
ります。変わら
ぬみなさまのサ
ポートをお願いいたします。
「東日本へ笑顔を送る会」一同

地区社協広報紙コンクール開催

助 成 金 情 報

市内にある 22 の地区社協で発行している地域の広

―みずほ福祉教育財団―

報紙について、地域住民の方々に親しまれ魅力ある紙

老後を豊かにする活動資金

面づくりの一助とする為、今年度も広報紙コンクール

高齢者の為の支援をしている、地域に根ざしたボラ

を開催いたしました。入賞結果は以下のとおりです。

ンティア活動をされているグループ。

応募締切 平成 2６年５月２３日（金）
財団ＨＰ（http://www.mizuho-ewf.or.jp）

ボランティア活動保険ご加入の方へ
全国社会福祉協議会取扱いのボランティア活動保険（基本
タイプ、天災タイプ）の平成 25 年度保険期間は３月３１日
までとなっております。４月以降も被災地等でボランティア
活動される方については、お手数ですが改めて保険加入の手
続きにご来会下さい。

最優秀賞 太子堂地区社協
優 秀 賞
清水地区社協
南部北地区社協
北部地区社協

上
段 「太子堂地区」
下段左から 「清水地区」、
「南部北地区」
、「北部地区」

今年度もたくさんのご登録、ご活躍ありがとうございました。
平成２６年度のボランティア登録の手続きをお願いします。
ボランティアセンターでは、ボランティア活動中に起こる様々な事故からボランティアの方を
補償するものとして、ボランティア活動保険（社会福祉協議会が負担）に加入します。平成２６
年度について引き続き登録を更新する方は、同封ハガキ裏面の「ボランティアカード」にご記入
の上投函してください。（記入面に「プライバシー保護シール」を貼ってください。）
※今年３月に登録をした方は自動的に継続登録としますので対象外といたします。
※返信がない場合は、継続登録のご意志のないものとして処理しますのでご了承ください。

＜記入例＞
初回登録の年月日
を記入。
（わかる範囲で結構
です）

２６年度
野田市ボランティアカード（個人更新用）
登録
年月日

２０

平成

ふりがな

ふくし

氏 名

福

年

５

月

はなこ

祉

花 子

〒278-0003

野田市鶴奉５－１

 ７１２４－３９３９
ボランティアご紹介
の 際 に 参 考 に させ
ていただきます。
ご記入ください。

連絡先

携

ＦＡＸ

同左・無

帯：○○○-○○○-○○○

メール：○○○○○＠○○○.jp
好きな事
得意な事

継続している活動
のほか、昨年度の
単発の活動も。
わ かる範囲で 結構
です

４６ 歳

年齢

住 所

☑ 女

□男

日

パソコン、絵手紙、編み物、囲碁、将棋、習字

資格

差し支えない 範囲
でＯＫ。
今後、ボランティア
情報をメールでもお
知らせしたいと思い
ます。アドレ スをお
持 ちの 方はご 記入
お願いいたします。

活 動 状 況
活動日

毎週木曜日

活動内容

活動先

ひのきの会（昼の部）の活動

中央公民館

シーツ交換、話し相手

〇〇ホーム

夏まつり手伝い

△△園

文化祭手伝い

××○○学校

第２土曜日
災害時に「災害ボラ
ンティアとして活動
してもよい。」という
方はチェックをお願
いします。

10:00～0:00
〇月×日
△月〇日

☑災害時、災害ボランティアとして活動してもよい。
□現在のボランティア活動以外の活動はできない。

ボランティア調整の
際、参考にさせてい
ただきます。

☑ボランティアグループでも活動されている場合

→グループ名 〔

ひのきの会

〕

連絡事項・その他

４月から月１回、施設のお年寄りと絵手紙クラブを実施すること

該当する欄にチェッ
クをお願いします。

グループにも加
入している方は
グループ名も
記入。

になりました。
主な移動手段
ボランティア通信の送付

＊登録期間
＊締 切 日

☑車

□自転車

□まめバス

☑ 要

□電車

□徒歩

□ 不要

平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日
平成２６年４月２５日（金）必着

「不要」の方には
次号（５月発行）
からの「ボランティ
ア通信」を送付
いたしません。

