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「秋のじょいんと」
ボランティア募集！
秋の一日を知的障がい者の皆さんと一緒に軽スポーツで楽しみましょう。
日
場
内

時・・１１月２９日（土）午後１：００〜４：００
所・・野田市勤労青少年ホーム体育室
容・・軽スポーツ（玉入れや大玉ころがしなど）、
レクりエーション、よさこいソーランなど
★動きやすい服装、上履き持参でね！

＊「じょいんと」は「野田市手をつなぐ親の会」と共催で年に３回

玉入れは毎年盛り上がります♪

実施している知的障がい者とボランティアの集いです。
お問合せ
野田市ボランティアセンター
☎０４−７１２４−３９３９
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７月２６日（土）実施

今年の「夏のじょいんと」はボウリングで大いに盛り上がりました。
「じょいんと」のボウリングはガーターなしのレーンだから安心です。みんな、思い思い
のフォームでボウリングを楽しみました。特に男性参加者のみなさんはパワフルでスカッ
とする気持ちの良い投球をみせてくれました。８つのレーンはストライク、スペアが続出
し、その度にあちこちで大歓声。ハイタッチで喜びを分かち合い自然とスキンシップが出
来ました。いつもの「じょいんと」以上にみなさんの笑顔が印象的でした。始めは投げる
のをためらっていた参加者さんも、ボランティアさんの声かけと仲間が楽しそうに投球す

名ボウラー続出！！

る姿に励まされ、いつの間にかボウリングを楽しんでいました。
ボウリングを楽しんだあとは、みんなが大好きな焼肉の昼食です。その後、野田で話題の
スポット江川地区のコウノトリ飼育施設へ。真夏の炎天下、徒歩での移動は少し大変でし
たが、今年生まれて巣立ちしたばかりの３羽のヒナ、昨年生まれた２羽（さくら、つばさ）
とその親鳥の３世代の姿を見学することができました。最後に物知りしょうゆ館を見学
コウノトリとご対面♪

し、しょうゆソフトクリームをいただいて大満足。大変暑～い１日でしたが、楽しい夏の
思い出となりました。

夏休みを利用し、大勢の学生の皆さんが「夏休みボランティア体験」に参加してくれました。今
年は、参加者枠を小学生にも拡大し、以下の 3 つのコースから選んでの活動体験となりました。
自ら選んだボランティア活動は貴重な体験になったことと思います。これをきっかけにまたボラン
ティア活動に参加してくれると嬉しいですね。

◆ちょこっと体験コース
キャップ分別ボランティア

折り紙ボランティア

「楽寿園」にて

「ウェルフェア」にて
「ゆたらりら鶴奉の家」にて

寄り添って！出来るところは見守って。

福祉施設ボランティア

ペットボトルのキャップを分別します。

セミを折ってカレンダーを製作。

◆じっくり体験コース

◆その他の経験

障がい者支援施設
「野田芽吹学園」にて

「 魁」 さん とよ さこ い踊 りの ボラ

遊びの広場にて

「子どもの未来ネットワーク 」の皆さんと

《参加者から寄せられた感想》
＊

年齢の近い利用者の方とは、好きな歌手や俳優さんについて熱く語ったりと、こちらが思っている障がいとい
うものに対し考え方が変わるきっかけにもなった。

＊

体の不自由な人との寄り添い方がわかった（ゆっくり話すことなど）。

＊

目上の方なのでどこまで手伝ったら良いのか、どのように声掛けしたら良いのかなど、最初はとても悩みまし
たが、参加してそれがわかったのでよかった。将来のためにも良い経験になった。

＊

恥ずかしくて声が小さくなってしまった。

＊

最初はとっても緊張したけれど、折り紙を教えてくれた方たちが、やさしくて楽しかった。

＊受け入れ施設の皆様、ご協力いただいたボランティアグループ「ほほえみ」、
「魁」、
「子どもの未来ネットワ
ーク野田」の皆様、貴重な体験の機会を与えて下さりありがとうございました。

活動中

お邪魔しました

～折り紙ボランティア「ほほえみ」～

「お年寄りと一緒にできること」という事でデイサービスでの
折り紙ボランティアを平成 12 年から続けているグループ。

日頃訪問している「楽寿園」でのボランテイア活動の際に、今回「夏休みボランティア体験」の学生を受け入れ一緒に活動して
いただきました。毎月一回のペースで訪問しているので、施設の職員や利用者のみなさんとも顔馴染みで、お互い和気あいあいと
折り紙を折っていました。グループ名の通りメンバーのみなさん明るくほほえみを絶やさない、また声かけやお話もさりげなく自
然です。ボランティア体験者の学生にもやさしく、適切なご指導をいただき有意義な体験になりました。
当日の折り紙は「セミ」。折り上がったセミを台紙に貼って素敵なカレンダーを制作しました。
「ほ
ほえみ」のメンバーは利用者さんの事をよく知っていて相手が出来ることはじっと見守り、手を貸す
ところは貸す。折り紙の後は、利用者のみなさんと童謡を歌ったり、代表の荏柄さんのマジックの披
露があったりでとても充実したものでした。
ボランティア体験の学生さんと「ほほえみ」の皆さん

【申込み・お問合せ】
野田市ボランティアセンターまで
TEL
記号説明

◆◆◆ボランティア 大募集◆◆◆

▲高齢者施設

★障がい者

単発ボラ

単発ボラ
単発ボラ

★野田芽吹学園（下三ヶ尾）
学園祭のお手伝い募集
日時：10 月 25 日（土）9：00～16：00 頃
内容：会場準備や開催中の各係の手伝い
（模擬店担当、利用者さんの見守り、
駐車場誘導）
人数：３名程度 （60 才まで）
送迎：あり（応相談）、自家用車での参加ＯＫ
＊動きやすい服装、運動靴で。上履き持参
＊昼食の用意あり

定期ボラ

０４－７１２４－３９３９

▲ケアハウス野田（上三ヶ尾）

散歩の付き添いボランティア募集
散歩好きの認知症の女性の散歩の付き添
いをして下さる方。
＊4：00～4：30 ぐらいの時間帯で
曜日・時間は応相談

定期ボラ ★野田市心身障がい者福祉作業所（鶴奉）

★県立野田特別支援学校（鶴奉）
文化際（のだ特フェスタ）のお手伝い募集
日時：11 月 15 日（土）8：30～16：00 頃
内容：児童・生徒の付き添い、用具の出し入れ
片づけなど
人数：10 名程度
＊動きやすい服装で。上履き、飲み物持参
＊昼食・お茶の用意あり。
単発ボラ

★身体障がい者福祉会
五市会芸能大会でのお手伝い募集

日時：10 月 27 日（月）８：００～１６：００頃
内容：車椅子の介助、会場の設定など
集合：8：０0 野田市総合福祉会館入口
人数：5 人
場所：やすらぎの郷（野田市古布内）
＊出来れば現地集合・現地解散ではなくバスで一
緒に行って下さる方希望。無理なら応相談
＊動きやすい服装で。昼食の用意あり。

定期ボラ

障がい者福祉施設での作業のお手伝い募集

日時：月曜～金曜１０：30～１６：００
の間で都合の良い時間
内容：内職作業、手芸品作成

秋の子ども館まつり
ボランティア募集！

★喫茶 四つ葉のクローバー
（北コミュニティセンター内）

主に精神に障がいのある方の就労支援を目的
とした喫茶店業務をサポートして下さる方
月曜日・金曜日 １０：００～１５：００

谷吉子ども館
10 月 5 日（日）8：30～13：30
動きやすい服装、運動靴で
上履き持参。
昼食とお茶の用意あり。

関宿子ども館
10 月 18 日（土）
13：00～16：00
動きやすい服装、運動靴で
上履き、タオル、飲み物持参。

中央子ども館
10 月 18 日（土）12：30～17：30

山崎子ども館
10 月 25 日（土）12：30～17：00

動きやすい服装、運動靴で
上履き、上着、飲み物を持参。
高校生、大学生希望

動きやすい服装（温度調節できる服
装）運動靴で
上履き持参。
お昼は済ませて来て下さい。
高校生以上

七光台子ども館
11 月１日（土）9：30～15：30
動きやすい服装、運動靴で
上履き、上着を持参。
軽食とお茶の用意あり。
事前打ち合わせあり（日程は相談）。

子ども館まつりの
補助をお願いしま
す。
＊ゲームコーナー
＊工作コーナー

うめさと子ども館
11 月 15 日（土）11：45～16：00
動きやすい服装、運動靴で
上履きを持参。高校生以上
お昼は済ませて来て下さい。

＊遊びコーナー
＊受付

＊片付け

＊駐輪場など

今年で３年目。すっかりお

そば出前出張報告

～新・ボランティアグループのご紹介～

なじみとなった蕎麦道楽野
田弐ハ会さんによる蕎麦打

ち体験の無料出前。楽しみにしている施設の方も多いです
ね。今年はなんと市内７か所の福祉施設（デイサービス、

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。

グループホーム、老人保健施設、地域活動支援センター、
障がい者施設）施設での出前を快く引き受けて下さいまし

「新幸どんぐり劇団」

た。楽しいおそばのうんちく聞いたり、蕎麦切りに挑戦し
たりで大盛況。最後は、うちたて

新幸どんぐり劇団は、10 月 19 日（日）午
後 1 時～3 時半まで、いちいのホールで秋祭
りを行います。演歌、民謡、詩吟。車椅子ダ
ンスは、ドレスを着ていただき一緒に車椅子
ダンスをしていただける方を募集していま
す。女性の方のドレスは 15 着用意していま
す。経験のない方大歓迎です。
お待ちしています。
連絡先：新井
０９０５２０３１００１

「リリカル・ハーモニカ・メイツ」
グループ名の「リリカル」は叙情(詩)的なと
いう意味です。アンサンブルを中心に美しい音
色を醸し出し皆様の心に響き感動を与えるこ
とができたらと日々練習に励んでおります。童
謡、唱歌からクラシック、ポップスまでビギナ
ー向けの易しいアンサンブルから平均的のレ
ベルの方々の吹き易い曲まで
ステージ演奏、福祉施設への
ボランティア演奏等を行って
います。

傾聴ボランティア基礎講座参加者募集
～住民だれもが暮らしやすい地域づくりのために
心と耳を傾けよう～

日時

：11 月 25 日（火）、12 月 2 日（火）
12 月 9 日（火）全 3 回
いずれも 13 時 30 分～16 時 30 分
場所
：総合福祉会館 3 階 第 3 会議室
募集人数：10 名程度
対象
：野田市ボランティアセンター登録者で
全 3 回とも出席できる方
＊応募者多数の場合は抽選
締切
：10 月 17 日（金）
お申込み：野田市ボランティアセンター
☎７１２４－３９３９

総合福祉会館臨時休館日
＊10 月 27 日（月）…鼠族害虫防除
野田市社会福祉協議会及び野田市ボラ
ンティアセンターも休館となります。

のおいしいお蕎麦をいただいて利
用者のみなさんは大満足のようで
した。
来年も是非続けて欲しいですね。
自分で切った蕎麦の味は最高！

「おもちゃ病院 野田」開院のお知らせ
日にち

時

９月１８日（木）

９時半～正午

野田聖華幼稚園

９月２８日（日）

９時半～正午

総合福祉会館

１０月

間

４日（土） 10 時～15 時

場

所

市役所８Ｆ大会議室
（リサイクルフェア ）

５日（日）

９時半～正午

関宿中央公民館

１０月２１日（火）

９時半～正午

野田聖華幼稚園

１０月２６日（日）

９時半～正午

総合福祉会館

１０月３１日（金）

９時半～11 時半

地域子育 て支援センター

１０月

お問合せ
ボランティアセンター ☎７１２４－３９３９
「おもちゃ病院 野田」 久保
☎７１２０－１２２８

災害救援ボランティア講座参加者募集
日時
：9 月 26 日（日）,27 日（土）、28 日（日）
場所
：船橋市東部公民館
応募資格：災害救援ボランティアに必要な基礎的知
識・技能を身に付けることを希望する原
則として３日間受講できる人。
（高校生は保護者の承諾要）
定員
：４０名
費用
：１人 13,900 円 学生 9,900 円
お申込み：災害救援ボランティア推進委員会
事務局 03－6822－9900

と

き

11 月 1５日（土）
午前 10 時～午後 3 時
ところ 野田市中央公民館
総合福祉会館・文化センター駐車場
＊雨天決行（フリーマーケット雨天中止）

