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～みんなが・みんなで・みんなのふくし～
と

き

ところ

平成２６年１１月１5 日（土） 午前１０時〜午後 ３時
野田市中央公民館・総合福祉会館・文化センター駐車場
入場無料

ボランティア
活動展示

発

表

ｴｲｻｰ、えだまめ体操、
ｵｶﾘﾅ、ﾊｰﾓﾆｶ演奏、
よさこいｿｰﾗﾝなど

小中学生

ポスター展

実演・体験

フリーマーケット
（雨天時中止）

販

売

昔遊び、おもちゃ病院、

ﾊﾟﾝ、ｸｯｷｰ、花、蕎麦、野菜、

ｸﾗﾌﾄ体験、要約筆記、

焼きそば、豚汁、ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ、

ﾊﾞﾙｰﾝｱｰﾄなど

りんご、雑貨など

「みんなが・みんなで・みんなのふくし」をキャッチフレー
ズに NPO・ボランティア・地区社会福祉協議会など、様々な
団体が活動紹介や発表、実演、体験などを行うイベントです。
文化会館駐車場ではフリーマーケットも開催予定です。みな
さんお誘いあわせの上、ぜひご来場ください♪
※雨天時フリーマーケットは中止になります。

開場 13：00 開演 13：30
文化会館大ホールで同時開催！
（手話通訳、要約筆記、磁気ループあり）
※ロビーでは「福祉のまちづくり
フェスティバル」を開催

参加団体 野田市ボランティア連絡協議会、手作り拡大写本かたつむりの会、野田市国際交流
協会、むらさきの里野田ガイドの会、傾聴ボランティアダンボ、野田市子ども会育成連絡協
議会、生涯学習ボランティアサークルほのぼの会、のだ要約筆記サークルほたる、おもちゃ

まつりの様子

病院 野田、魁 sakigake、天空、オカリナにじの会、野田市介護予防サポートボランティア
の会、花あそび松清会、
（社福）はーとふる、蕎麦道楽野田弐八会、
（特非）野田文化研究会、
（特非）ゆう＆みい、雲雀ハーモニカクラブ、清水地区社協、西部地区社協、中根地区社協、

フリーマーケット

七光台地区社協、川間地区社協、北部地区社協
サポート団体 千葉県生涯大学校校友野田福祉会、太子堂地区社協、野田市手話サークルけや
きの会
その他 野田地区保護司会、柏人権擁護委員協議会野田部会

（順不同）
発表 トラックステージ

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

時・・１１月２９日（土）
１３：００ 中央公民館１階ロビー集合
１６：００ 解散予定
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！

場
内

昨年の様子

「じょいんと」って？…知的障がいを持つ方とのボランティア体験とふれあいの
集いです。年に３回（春、夏、秋）実施している恒例のイベント♪
スポーツの秋！初めての方でも参加しやすい内容です。一緒に楽しい一日をすご
しましょう！

大人気の玉入れ

【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

ボランティアサロン

「バスハイク＆交流会」参加者募集！
個人ボランティアでご活躍の皆様！
ボランティア仲間と情報交換＆交流しませんか♪
日

時・・１２月１２日（金）
８：２０ 中央公民館１階ロビー集合
１７：１５ 解散予定
対象者・・個人登録ボランティア
定 員・・３０名（先着順）
参加費・・1
980円（昼食代）
お釣りのないようご準備願います

内

容・・東日本盲導犬協会 見学
ろまんちっく村（野菜などの販売があります）
昼食「月山」（ゆば懐石）

個人で活躍されているボランティア同士の交流や情報交換を目的に開
催しています。
ボランティアセンターに個人登録されている皆さんと日頃のボラン
ティア活動のお話しをして楽しい一日をすごしたいと思います。

昨年の様子

防災科学研究所見学

【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

【申込み・お問合せ】

ボランティア・イベント情報！
◆◆◆ボランティア
定期ボラ

★ケアホーム

大募集◆◆◆

芽ぐみ（中野台）

定期ボラ

０４－７１２４－３９３９
▲高齢者施設

★障がい者施設

▲ケアハウス野田（上三ヶ尾）

入居者さんとの散歩。付き添いボランティア

障がい者の入居者さんとのお散歩で付添をし
てくださる方
詳細は一度見学にお越しください。
＊曜日・時間は応相談

情報◆◆◆

TEL
記号説明

入居者さんとの散歩。付き添いボランティア

◆◆◆イベント

野田市ボランティアセンターまで

散歩好きの認知症の女性の散歩の付き添い
をしてくださる方。
＊曜日・時間は応相談

―ボランティアセンター登録グループのイベントです―

日頃、ボランティア活動でもご活躍いただいている皆さんの活動です。ぜひ、ご来場ください

大人のための朗読会

野田の見どころ展
おかげさまで１０年
～むらさきの里 野田ガイドの会～
創立１０周年を迎えた「むらさきの里野田ガイ
ドの会」
１０周年の記念行事として「野田の見どころ
展」を開催しています。私たちの町「野田」の知
られざる魅力をたっぷりと紹介しています。

第２４回公演

～野田朗読の会～

「芥川龍之介の世界」をお届けします
日

時：１１月９日（日）
１３時３０分開場 １４時開演
会 場：いちいのホール ４階小ホール
入場料：５００円
問合せ：☎０８０－５４０６－４８００（加藤）

日

時：１０月５日（日）～１２月１８日（木）
開館時間 ９時～１７時（火曜日休館）
会 場：野田市郷土博物館１階展示室
入場料：無料
問合せ：☎７１２４－６８５１

創立４０周年記念講演会
～野田市手話サークルけやきの会～
ＮＨＫ手話ニュースでおなじみの
田中 清氏 をお迎えしての講演会です。
日

風の街のおはなし会
～おはなしパレット興風～

時：１１月９日（日）
１３時３０分～１５時３０分
会 場：野田市総合福祉会館 ３階第３会議室
入場料：無料

実りの秋。コツコツと学んだり励んだりしてき
たことが技、力、知恵となって実を結ぶ季節。
楽しい昔話や物語にゆったりと耳を傾けてみ
ませんか。
どうぞ皆さま誘い合わせて聞きにいらしてく
ださい。
時：１１月２０日（木）
１０時３０分～１２時
会 場：野田市立 興風図書館 ２階会議室
（けやきのホール内）
その他：申込み・参加費不要
問合せ：☎７１２２－６６２３（安井）

落語を楽しもう
～笑 紫 会～
特別出演
山遊亭金太郎 師匠も出演します。
ぜひ、ご来場ください。

日

日

時：１２月７日（日）
１２時開演 １６時５０分頃終演予定
会 場：中央公民館 １階講堂
入場料：無料
問合せ：☎０９０－５３３５－３１３６（木本）

活動中

お邪魔しました
～ 魁―sakigake― ～

明るく！楽しく！元気よく！！
よさこい踊りが大好きな子どもから大人までが
一緒に週２回の練習で汗をながしています。

躍動感のある踊り

きらびやかなお揃いの衣装に息のあった掛け声、鳴子、よさこい踊りのパワー
全開、躍動感ある踊りは見応えあり！よさこいのパワーを見ているみんなにも届
けたい、一緒に感じてもらいたい。見ている周りをも元気にするチームの一体感
は圧巻です。
地元のまつりはもちろん、柏、松戸、鎌ヶ谷など各種
イベント参加、訪問活動をしています。活動の場は年々

増えていてチームにとって嬉しいことです。と、代表のお話し。
子ども達のパワーに負けず、大人も元気いっぱい練習しています。練習は、毎週
日曜の午前中、山崎小学校で。毎週火曜、午後７時～みずき小学校で行っています。
興味のある方、見学にいらしてください。一緒に踊りませんか？
表紙の市民ふれあいハートまつりにも参加します。ぜひ観にきてください！

～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。

「学習支援ボランティア」
学習環境に恵まれない子ども達の学習を支援してい
ます。公民館等にチラシあり。信頼関係が大切、個人情
報を厳守します。
お子さんの学習にご心配な保護者の方、下記へ連絡
（相談）してください。
ひまわり学習会
連絡先：04-7129-2438（佐々木）
教 室：野田公民館、土曜日 月 2 回（無料）
生 徒：小学/国・算
中学/国・数・英
小 4～中 3（中 3 は 5 科指導）

おもちゃ病院 野田開院のお知らせ
日にち
１１/ ２（日）

時 間
９：３０～正午

１１/ ８（土）

９：３０～正午
１０：００～１５：００
１１/１５（土）

場

所

関宿中央公民館

チームの旗も一緒に

「介護支援ボランティア制度」
が は じ まり ます
～いつまでも健康で生きがいを持って～
高齢者の皆さんが介護保険施設に出向いて行うボラン
ティア活動にポイントを付与する「介護支援ボランティ
ア制度」が平成２７年１月から開始されます。
活動するには事前の登録が必要で、登録には条件がご
ざいます。詳しくは１１月１日号の市報をご確認くださ
い。
※この活動は、野田市ボランティアセンターのボラン
ティア登録とは異なりますのでご注意ください。

助 成 金 情 報
―公益財団法人車両競技公益資金記念財団―
先日、登録いただいている団体宛てに上記財団の助
成金の案内を郵送いたしました。活動にお役立ていた
だけたらと思います。
応募締切
平成 2６年１１月２１日（金）必着

岩木幼稚園
総合福祉会館

（市民ふれあいﾊｰﾄまつり）

１１/２３（日）

９：３０～正午

総合福祉会館

１１/２５（火）

９：３０～正午

野田聖華幼稚園

１２/ ７（日）

９：３０～正午

関宿中央公民館

１２/ ９（火）

９：３０～正午

野田聖華幼稚園

１２/２０（土）

９：３０～正午

岩木幼稚園

１２/２８（日）

９：３０～正午

総合福祉会館

ボランティアセンター新職員の紹介
今年の８月１日に入職した
北川です。日々皆様に助けて
いただいておりますが、見聞を
広めて反映していきたいと
思っていますので宜しくお願
いします。

お問い合せ
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

年末年始お休みのお知らせ
平成 26 年 12 月 27 日（土）～
平成 27 年 1 月 4 日（日）

