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もうすぐ待ちに待った夏休み♪ですね！
学生のみなさん、ボランティア活動を通じて充実した夏休みを過ごしませんか！
ボランティアセンターでは今年も「夏休みボランティア体験」を開催いたします。
今年は例年と趣向を変えて、ボランティアセンターで３つの体験コースを用意いたし
ました。
３つのコース
◆「ちょこっと体験コース」
◆「 じ っ くり 体験 コース 」
◆「 そ の 他 の 体 験 」

【対

詳しくは次のページをご覧ください。

「これやってみたい！」、
「これならできるかな？」と思うものが
ありましたら、是非お申込みください！

象】市内在住、在学の
小学生・中学生・高校生・大学生
【参 加 費】無料
【定
員】各施設による（次ページ参照）
申込多数の場合は抽選になります
【申込締切】７月１５日（火）
【申 込 先】野田市ボランティアセンター
☎７１２４－３９３９

夏休みだからこそできるボランティア体験、この機会に是非参加して
有意義な夏休みにしましょう♪ みなさんの参加をお待ちしています。

はじめてでも安心！

はじめてみようボランティア！

～ボランティアの心がまえ～
約束・秘密はぜったいに守る
ボランティアは相手との信頼関係で
成り立っています。無断で休んだり遅刻
をしないようにしましょう。活動中に知
った個人的な事は絶対に他の人に話し
てはいけません。

元気と笑顔を心がける

ボランティア活動は、自ら進んで行う無償の活動です。
気を付けないといけない事もあります。
この心がまえを読んで、自信を持って活動に臨んでください。

相手の気持ちを考えてみる
せっかくの活動も相手が望んでいな
かったら迷惑と思われてしまうかもし
れません。相手ができることはじっと見
守る事が必要なこともあります。接する
相手の気持ちを考えましょう。

無理をしない

やる気はあっても、無理があっては続
ハキハキニコニコとした受け答えは
けられません。最初は少しずつ、
「細く
気持ちの良いものです。緊張している時
長く」がコツ。自分には難しい事を頼ま
こそ大きな声、笑顔で挨拶しましょう。
れた時ははっきり断る事も大切です。

わからないことは聞く
最初は分からない事ばかりです。自分
の判断だけで行動せずに分からない事
があったら恥ずかしがらずに聞いたり
質問しましょう。
学生のみんな
集まれ～♪

「夏休みボランティア体験」
小学生～大学生のみなさん、集まれ～！
◆ちょこっと体験コース
内

容

１日だけの参加ＯＫです。
日

時

7/22（火）

折り紙ボランティア
（ボランティアグループ「ほほ
えみ」と一緒に折り紙を通して
高齢者のみなさんとふれあう
体験）

9：00～10：30
8/20（水）
13：30～15：00

キャップ分別ボランティア
（高齢者のみなさんと楽しく
お話しをしながらペットボト
ルのキャップを分別しふれあ
う体験）

容

13：30～15：30

（障がい者福祉施設で２日間
のボランティア活動）

対

象

小学 3 年生

複合老人ホーム
らくじゅえん

～大学生

「 楽 寿 園 」（鶴奉）
ケアハウス

小学３年生

「ウェルフェア」

～大学生

（木間ケ瀬）

３名

小学生を優先

４名

小学生を優先

小学３年生

「ゆたりら

～大学生

つるほう

3名

小学生を優先

２日間のプログラムになります。
時

8/3(日)、8/4（月）
10：00～16：00

場

所

対

象

（高齢者福祉施設で２日間の
ボランティア活動）

8/5(火)、8/6(水)
13：30～16：00

その他

募集人数

１日目にボランティア

障がい者支援施設

小学５年生

めふき

「野田芽吹学園」

～大学生

さきがけ

３～４名

グルー プ 「 魁 」と一
緒によさこい踊りのボ
ランティアがあります 。

（下三ケ尾）

福祉施設ボランティア

その他

募集人数

鶴 奉 の家」（鶴奉）

日

福祉施設ボランティア

所

小規模多機能型居宅介護

8/19（火）

◆じっくり体験コース
内

場

「岩木小学校老人
デイサービスセンター」
（岩名）

中学生～
大学生

２～３名

レクリエーションのお
手伝いがあります。

◆その他の体験
内
遊びの広場

容

日

時

8/30（土）

（子ども向けイベント手伝い） 10：00～15：00

場

所

対

みずき公園（みずき）

象

中学生～
大学生

その他

募集人数

ボランティアグループ

１０名

「子どもの未来ネット
ワーク」主催。

※いずれも現地集合、現地解散。
※各コースとも体験終了後に感想などご記入いただきます。
※ルールを守って楽しく活動しましょう！
上記の他にも、市内の学童保育所にてボランティアの募集（高校生以上）があります。
詳しくは、ボランティアセンターまでお問い合わせください。
お問い合わせ・申込みは
野田市ボランティアセンター
☎７１２４－３９３９ まで

【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

◆◆◆ボランティア大募集◆◆◆
定期ボラ

記号説明
定期ボラ

★ 「あすなろ職業指導所」（鶴奉）

＊火曜～金曜 １３：００～１５：００の間で
１時間ほどお手伝いくださる方

＊月曜～金曜 ９：３０～１６：００の間で
都合の良い時間

＊月に１～２回程度。
定期ボラ

★ 「のだネット」

レクリエーションボランティア募集
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イ
ベントを企画しています。ボール遊び、バトミントン
など一緒に楽しみ、お手伝いをしてくださる方を募集
します！
＊７月 13 日（日） ９：３０～１１：３０
＊野田市総合公園体育館（小体育室）
＊動きやすい服装、運動靴の室内履き、
水分、タオルなど持参
単発ボラ

〈内

★

※救急法の講習を受けたことのある方に限定
させていただきます。
受けた事の無い方は、７月７日（金）１０時
から特別支援学校体育館で救急法の講習を
行います。この講習へ参加してください。

単発ボラ

● 市内子ども館

▲ 「癒しのデイサービス野田」（山崎）

１、囲碁のお相手
金曜日
２、将棋のお相手
木曜日、水曜日
３、麻雀のお相手
木曜日、水曜日
＊１３：３０～１５：３０の間で
１時間ほどお相手をしてくださる方

「千葉県立野田特別支援学校」（鶴奉）

容〉 野田特別支援学校では、夏休み中に
児童・生徒がプールを利用する際の監
視のボランティアを募集します。

▲ 「あずみ苑グランデ柳沢」
（柳沢）

書道ボランティア募集
５～１０名ほどの利用者さんへの書道の手ほど
き。資格などは不要です！
一緒に楽しみながら教えてください！

縫製ボランティア募集
織物工房で利用者さんが織り上げた反物を、ポー
チやバックにミシンなどで加工するお手伝い。
道具は施設にあります。
手ぶらでお越しください！

単発ボラ

▲高齢者施設 ★障がい者 ●子ども

夏休みプール監視ボランティア募集

〈日 時〉
７月２５日（金）
、３０日（水）
、
８月 １日（金）、 ４日（月）、 ５日（火）、 ６日（水）
、
１８日（月）、１９日（火）、２６日（火）、２８日（木）
各日 ９：３０～１１：４５
〈持ち物〉動きやすい服装（水着でなくてもＯＫ）
、
タオル、飲み物
〈人

数〉各日２名

デイキャンプボランティア募集

〈その他〉交通費支給

まだまだ募集中！

・小学生を対象としたデイキャンプの準備、片付け、キャンプファイヤー、ゲーム、工作、遊びなどの手伝い
・子どもたちの見守り、取りまとめ等。募集対象者：高校生、専門学生、大学生など

詳しくはボランティアセンターまでお問い合わせください。

「谷吉子ども」
館
７/１８（金）(〆切７/１１)
１５:００～２０:３０
１人 高校生以上

「うめさと子ども館」
７/２４（木）(〆切７/１７)
１４:３０～２１:００
９人 高校生以上

「七光台子ども館」

「山崎子ども館」

７/１９（土）(〆切７/５)
１４:００～２１:００
５人 高校生～２５歳まで

７/１９（土）(〆切７/１１)
１４:００～２１:００
１２人 高校生以上

「関宿子ども館」
７/２５（金）(〆切７/２４)
１６:００～２０:３０
９人 高校生以上

「中央子ども館」
７/２６（土）(〆切７/２３)
１４:００～２１:００
６人 高校生以上

活動中
聴覚障害者協会のみなさんと
（おひさまといっしょに）

お邪魔しました

～野田市手話サークルけやきの会～

聴覚障がい者と手話を通して交流し、共に聴
覚障がい者問題を考え、理解を深めながら福祉
の向上を目指しています。小学校の手話クラブ
や様々な行事での手話活動を通じ手話の普及
に努めています。

「けやきの会」は、現在６０名の会員が活動しています。例会は週に２度、木曜日
は１０時～１２時（昼の部）、金曜日は１９時～２１時（夜の部）。
「野田市聴覚障害者協会」の方たちと交流を深め、楽しく手話の学習をしながらろ
う者の福祉に関する様々な問題を、ろう者と共に考え活動し
ています。最近では、全国的に各地で手話言語法（仮称）の
請願が出され、採択されて国に意見書が次々と提出されていますが、
「けやきの会」も
「野田市聴覚障害者協会」と共に、今年の６月市議会に請願書を提出させて頂きました。
今年は多くの新しい会員さんが入会され、
「けやきの会」も活気づいています。
もっともっと、手話に関心を持ってもらえるよう、手話の普及活動にも力を注いで
小学校での授業風景
いきたいと思います。

～ボランティア関連の講座ご案内～
～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。

「めだかの会」
「めだかの会」は、音楽を活用し、障がい児・者の
心身に心地良い刺激を与え、情緒の安定、さらに身体
的な発育や運動感覚の促進•調和を図る事や、参加者
相互の関係を深める事を目的に、集団音楽療法と基礎
運動を行っています。
見学・参加の方、いつでも歓迎します。
★毎月第 2 土曜日 13：00～（幼児・児童）
14：30～（高校生・成人）
★場所…東部公民館（7 月と 8 月）

「おもちゃ病院 野田」開院のお知らせ
日にち
７月

時

間

場

所

８日（火）

９時半～正午

野田聖華幼稚園

７月１２日（土）

９時半～正午

岩木幼稚園

７月２７日（日）

９時半～正午

総合福祉会館

８月２４日（日）

９時半～正午

総合福祉会館

８月２６日（火）

９時半～正午

野田聖華幼稚園

８月２９日（金）

9 時半～11 時半

地域子育て支援センター

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」 久保

☎７１２４－３９３９
☎７１２０－１２２８

総合福祉会館休館日のお知らせ
７月 ７日（月）… 電気設備定期試験
７月２８日（月）… 鼠族害虫防除
野田市社会福祉協議会及び
ボランティアセンターも休館になります

日本語ボランティア養成講座
日本語に興味がある方を対象に、外国の方に日本語
を指導する方法を初歩から易しく簡単に学べる講座
です。＊外国語力の有無は問いません
日

時：８月２、９、１６、２３、３０日
９月６、２０日 いずれも土曜日
１３:３０～１６:３０
場 所：野田市総合福祉会館 3 階 第３会議室
定 員：２５名（抽選）
費 用：7,000 円＋教材費 2,500 円程度
初回に集金します。
申 込：往復はがきにて申込み
（住所、氏名、年齢、電話番号を明記）
〒278-8550 野田市役所企画調整課内
野田市国際交流協会事務局
締 切：７月２５日（金）必着
問合せ：☎０９０-３９６５-９７７７（下川）

災害救援ボランティア講座
日

時：８月２日（土）、９日（土）いずれも９:００
～１７:００
８月 10 日（日）８:５０～１７:００
会 場：東京大学地震研究所（文京区）
本所防災館（墨田区）
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・問合せ：
災害救援ボランティア推進委員会へ
☎０３－６８２２－９９００
（土日祝日を除く１０時～１７時３０分）
http://www.saigai.or.jp/（ホームページ申込み可）

