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♫  「ボウリング」ですよ～！♫

〈内 容〉 知的障がい者とボランティアの交流会

○「ボウリング」 ラクゾー野田店（イオンノア店内）

     ○「工場見学」 もの知りしょうゆ館 野田工場

     ○「コウノトリに会いに行こう！」 江川地区

＊大型バスで移動します。

〈日 時〉 ７月２６日（土曜日）

         ８時２０分 集合（中央公民館１階ロビー）

     １６時３０分 解散（市役所）

〈参加費〉 １,０００円（昼食代）

〈人 数〉 ２０名程度

お問合せ

野田市ボランティアセンター

☎０４－７１２４－３９３９

例年はバスハイクを実施している「夏のじょいんと（知的障がい者とボランティアの集い）」ですが、

今年はちょっと趣向を変えて、皆さんでボウリングに挑戦です。参加者さんをサポートし、共にボウリ

ングを楽しんでくださる方を募集します。当日は「もの知りしょうゆ館 野田工場」や野田市の江川地

区で飼育されているコウノトリの見学を予定しています。         

学生の皆さんや初参加の皆さんも大歓迎ですよ。

4 月 18 日（金）前回のボランティア通信を見てご応募いただいたボランティアの皆さんと使用済み切手を

使って「しおり作り」をしました。

はじめは緊張していた皆さんも、作業が進むにつれ徐々に打ち解けて和気あいあい。ボランティアの皆さん

のそれぞれの個性と工夫を凝らしたデザインで素敵な「しおり」が 2時間ほどで 80 枚も完成しました。

ボランティアの皆さんのご協力で完成したこれらの「しおり」はボランティアセンターを市民の皆さんに知

っていただくための広報活動などに活用させていただきます。

＊ボランティアセンターでは引き続き使用済み切手を集めています。

収集にご協力をお願いします。

＊使用済み切手の下処理作業（切手の周りの余分な紙をハサミで切り落とす。）は

清水地区社協の「清水ボランティアあしたば」の皆さんにご協力いただいて

おります。感謝感謝です。

＊ボランティアは定員に達していますので今のところ募集はありません。
♪使用済み切手が素敵なしおりに変身



小学生から高校生までの障がいを持つ子供たちの通う「県立野田特別支援学校」では、

運動会のお手伝いをしてくださるボランティアを大募集。

【日時】５月３１日（土）８：３０～１６：００

*雨天予備日 ６月１日（日）

【場所】野田特別支援学校のグラウンド（鶴奉）

気功を通して「年のと
り方（老いて華やぐ）」を
目指します。

音楽レクリエーション（童謡、唱歌、
リズム遊び）の指導。キーボードがあれ

ば OK。楽器はご相談ください。

＊ハーモニカ（昭和の歌ならなんでも！）演奏
＊フルートとクラリネットの演奏
＊ハーモニカ演奏とマジック
＊のこぎりで素敵な音楽の演奏

ヨガの動きをとりいれた赤ちゃんとママのた
めのエクササイズ。親子のスキンシップを大切
にし、赤ちゃんの心身の発達を促します。ママ

の産後のシェイプアップやストレス発散にもな
ります。のびのび子育て応援！

ゆっくりとした動きの高齢者向けの
健康体操とヨガの指導をします！

昔ながらの作品から現代
の創作童話まで。

楽しい時間を届けます。

＊腹話術とマジック
＊南京玉すだれ、お手玉など

施設等利用者のお相手します。

知的障がい者の生活支援施設「野田芽吹学園」で
はサロン（軽食・喫茶）のお手伝いをしてくださる
方を募集します。
【日時】５月１１日（日）と６月８日（日）

     １０：３０～１３：３０
【場所】野田芽吹学園 生活介護棟
【内容】＊ご家族に飲み物の注文を取る利用者さ

んの補助
     ＊コーヒー、紅茶の提供のお手伝い
【持ち物】上履き、昼食（４００円で提供可能）

【服装】 動きやすい服装（スカート不可）

◆◆◆ イベントボランティア情報 ◆◆◆

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

中核地域支援センター「のだネット」では、
市内のグループホームに入居している障がい者

の方とのボーリングのお手伝いを募集します。

【日時】５月２４日（土）
１３：３０～１６：００

【場所】ラクゾー野田店（イオンノア店内）
【内容】ボウリングの見守り

   （ボランティアさんはゲーム無し）
＊現地集合、現地解散できる方

特別支援学校「運動会のお手伝い」

障がい者の方とのボウリングのお手伝い

音楽レクリエーション

◆◆◆ 個人登録ボランティア紹介します◆◆◆

ベビーヨガ・ママストレッチ

楽器の演奏

紙芝居

マジックなど

健康体操・ヨガ

囲碁・将棋・麻雀

       カラオケ、縫い物、編み物、料理、卓球、パソコンなど…、様々な分野で特技をお持ちの
方がボランティア登録されています。

その他

福祉施設や地区社協催し等で
活躍の場を探しています。ボ
ラセンまでお声掛け下さい。

気功

野田芽吹学園「サロン補助」

＊当日は動きやすい服装、上履き持参。
＊お茶、お弁当は学校で用意。
＊５月３１日（土）と６月１日（日）の両日可能な方【内容】 児童・生徒の介助、用具の出し入れ、

     得点計算、掲示版等

【人数】２０名



7 月 2６日（土）14：00～21：00

6 名募集（高校生以上２０代の方）
動きやすい服装・運動靴で
上履き、飲み物、タオル持参
子ども館で夕食用用意

7 月 2４日（木）14：３０～21：00

10 名募集（高校生以上）
動きやすい服装・運動靴で
上履き、飲み物、タオル持参
子ども館で夕食用意

七光台
子ども館

関 宿
子ども館

山 崎
子ども館

中 央
子ども館

谷 吉
子ども館

うめさと
子ども館

★小学生を対象としたデイキャンプの準備・片付け

★ゲーム、工作、遊び、キャンプファイヤーなどの補助

★子どもたちの見守り、取りまとめ等

7 月１８日（金）15：００～20：30

１２名募集（高校生以上）
動きやすい服装・運動靴で
上履き、飲み物、タオル持参
子ども館で夕食用意

7 月１９日（土）14：00～21：00

１２名募集（高校生以上25歳まで）
動きやすい服装・運動靴で
上履き、虫よけスプレー又は軟膏、
タオル、着替え、飲み物持参
子ども館で夕食用意

7 月１９日（土）14：０0～21：00

12 名募集（高校生以上）
動きやすい服装（長袖・長ズボン）
運動靴で
上履き、飲み物、タオル持参
子ども館で夕食用意

7 月 2５日（金）16：00～20：30

10 名募集（高校生以上）
動きやすい服装・運動靴で
上履き、飲み物、タオル持参
子ども館で夕食用意

お申込み・お問合せは
ボランティアセンターまで
☎  ７１２４－３９３９

「蕎麦道楽 野田弐ハ会」は市内小学校、高齢者福祉施設（デイサービス等）でボランティアとして

「そば打ち体験の出前出張」を行っているボランティアグループです。通常であれば、材料費等実費分

を負担していただく「そば打ち体験」ですが、このたび、皆様に活動を広く知っていただくために「無

料」にて出前出張いたします。

一緒にそばを打つもよし、実演を見るもよし、そして皆さんで打ちたての

おそばを味わいながら楽しい時間を過ごしてください。

対 象  市内福祉施設、介護保険事業所、学校、子ども会、
いきいきクラブ等各団体２０名程度

費 用 無料
申込締切 平成２６年６月１０日（火）

無料 そそばば打打ちち出出前前出出張張ししまますす！！ 今年で 3回目。

毎回大好評！

昨年の福祉施設でのそば打ち体験の様子

この度、野田市ボランティアセンター登録団体の「むぎの会」、「表現グループ ゆらぎ」、「蕎麦道
楽 野田弐八会」が、先日ボランティアセンターからご案内した（公財）車両競技公益資金記念財団
の助成金を申請され、交付が決定いたしました。

３団体のみなさんはこの助成金を受け、活動に必要な音響器材やそば打ちの道具を購入、整備され
ました。

助成金を上手に活用し、活躍の幅を広げ益々の活躍が期待できそうですね。
ボランティアセンターでは、社会福祉協議会入り口と市役所の掲示版に助成金情報のコーナーを設

けて随時情報を発信しています。みなさん時々チェックして、上手に助成金を活用してください。

「各種助成金」活用のすすめ ～交付決定のお知らせ～

←

「むぎの会」が

購入した

音響機器

←

「蕎麦道楽

野田弐八会」が

購入したそば打ち

道具一式

←

購入した機材で

練習中の「表現

グループゆらぎ」

の皆さん



お邪魔しました

【日時】5 月 16 日（金）

10：00～11：40

【会場】興風図書館 ２階会議室

（欅のホール内）

【主催・お問合せ】おはなしパレット興風

安井 ℡04－7122－6623

日にち 時 間 場 所

５月２０日（火） ９時半～正午 野田聖華幼稚園

５月２５日（日） ９時半～正午 総合福祉会館

６月１４日（土） ９時半～正午 岩木幼稚園

６月１７日（火） ９時半～正午 野田聖華幼稚園

６月２２日（日） ９時半～正午 総合福祉会館

６月３０日（月） 9時半～11時半 地域子育て支援センター

10 年前に行われた南部梅郷公民館主催の講座「ウ

クレレを楽しむ」の受講者で、引き続きウクレレを

練習希望する者がつくった会です。毎月 3 回和気あ

いあいと練習に励んでいます。

懐メロやハワイアンを一緒に

歌いましょう。ウクレレの演奏

と歌による施設訪問をしています。

【日時】6 月１４日（土）

    13：00 開場

   13：30 開演～15：30 終演予定

【場所】欅のホール ３階小ホール

―みずほ教育福祉財団―

「老後を豊かにするボランティア活動資金」

高齢者を主な対象に地域に根ざした形で活動

している団体を支援。

応募締切  平成 2６年 5 月２３日（金）

助 成 金 情 報

今日は、市内のデイサービスに訪問しているところにお邪魔しました。メンバーそれ
ぞれが民謡大会で鍛えた十八番を披露。「花笠音頭」に「秋田おばこ」、「佐渡おけさ」
に「ドンパン節」など、お馴染みの曲が多く利用者さんも楽しそうです。初めは少しだ
け口を動かしていた方も徐々に調子に乗ってきて、次第に一緒に歌います。男性は三味
線と太鼓と尺八、女性は踊りと銭太鼓で場の雰囲気を盛り上げます。2～3 年前に訪問

先の施設の利用者さんに「踊りもあったらもっと楽しいのに」と言われたのがきっかけ
で女性陣が一念発起し踊りを猛勉強。その後、銭太鼓も教えてい

昭和 44 年に結成された民謡・民舞・銭太鼓のグループ。メ

ンバーの方が、福祉施設で働いていらっしゃったのがきっかけ

で、7～８年前からボランティアで施設訪問をしています。

「おもちゃ病院 野田」開院のお知らせ

活動中 ～榊原清光会～

踊りも入って楽しく！

銭太鼓で賑やかに！

ただき、レパートリーが増えたそうです。常により楽しいボランティアを心がけてい
らっしゃる姿勢には頭が下がります。銭太鼓は大きなお手玉かバトンのようで、上手

くひっくり返るかしらと利用者さんは真剣に見守りました。最後の「炭坑節」では踊
りの輪の中に利用者さんや職員さんも加わって盆踊りのような楽しさでした。

メンバーは幸手、五霞、野田と三県にまたがっており、訪問先も三県の施設におよ
び幅広い活動をされています。

お問合せはこちらまで

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   

７月７日（月）電気設備定期試験のため

野田市社会福祉協議会およびボランティアセンターも休館となります。

公民館まつりの様子

風の街のおはなし会 ～初夏～

野田マジッククラブ発表会（無料）

～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

中高年が元気に長寿をめざして交流する場を提供

しサポートします（ゲーム、頭の体操、ストレッチ、

スクエアステップエクササイズ）。

★南コミュニティセンターにて

「和
なごみ

サロン」を開催

第２金曜日１０時～正午

「 和
なごみ

の会」

「ウクレレを楽しむ会」

「 和
なごみ

サロン」の様子


