第 89 号（平成 27 年 1 月 15 日）
発行／社会福祉法人 野田市社会福祉協議会
野田市ボランティアセンター
〒278‐0003 野田市鶴奉5－1(総合福祉会館内)
TEL 7124－3939
FAX 7124－8883
http://www.nodasyakyo.or.jp
E-mail:noda-vc@nodasyakyo.or.jp
◆開設時間 月曜～金曜 午前8：30～午後5：15

明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
野田市ボランティアセンター個人登録者
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平成 27年１月１日現在で個人団体合わせて 2,
20５名の方々が登録されています。
個人ボランティア登録されている方は夏休みのボランティア体験に参加してくれた９歳の小学生から
最高齢 88歳の男性まで様々です。その中でもお時間にゆとりのある 60代〜70代ご登録が一番多く
全体の５４％に当たります。
ボランティアグループの登録数はグループのメンバーの高齢化による退会等もありますが、着実に増
え続けており 27年度は１００の大台にのる日も夢ではないとセンター一同期待に胸を膨らませており
ます。ボランティアセンターの職員は現在 4名。皆様の活動の後押しが少しでもできるよう努力してま
いります。今年もどうぞよろしくお願いいたします。

のじょいんと

ボランティア募集！

知的障がいのある皆さんと一緒にバスハイクに出かけます。春は恒例の
イチゴ狩りです。楽しい１日を過ごしましょう
日

時・・２月２８日（土）
８：３０集合
１６：３０ 解散予定
集 合・・市役所１階ロビー
内 容・・知的障がいのある皆さんとボランティアのバスハイク（下妻方面）
イチゴ狩り・ビンゴゲームなど盛りだくさん♪
人 数・・ボランティア 20名程度
参加費・・昼食代 1
,
000円
お申込み・お問合せ
野田市ボランティアセンター
＊「じょいんと」は知的障がいのある皆さんとのボラン
ティア体験とふれあいの集いです。年に 3 回（春・夏・秋）
☎７１２４－３９３９
に実施しています。

“
おひさまといっしょに”
参加ボランティア団体募集
“おひさまといっしょに”は市内の障がい者施設、当事者団体、小学生、ボランティア団体
等が集まる一大イベントで、毎年６００～７００名程度が参加します。そこで、参加者に披
露する、もしくは参加者と一緒に盛りあがるような企画を持ち込んでくださるボランティア
グループを募集します。ご興味のある団体は是非ご連絡ください。
日時：平成２７年５月２３日（土曜日）
場所：関宿総合公園体育館
時間：１０時３０分～１４時３０分の間で２０分程度
詳細・お問合せはボランティアセンター中野まで ☎７１２４－３９３９

“
おひさまといっしょに”
とは
“おひさまといっしょに”は、障がいのある人もない人も、レクリエーションを通
して交流し、親睦を深め、ともに生きる地域社会の一員であるという相互理解を深
めることを目的に開催しており、来年度で４１回目を迎えます。今年度までは市内
の小学校校庭で開催しておりましたが、来年度からリニューアルし、関宿総合公園
体育館で開催することになりました。

「秋のじょいんと」11/29
障がいのある人とない人のスポーツ・レクリーション交流事業

野田市勤労青少年ホームにて今年も“秋のじょいん
と”が開催されました。今年は日本レクリエーション
協会の「障がいのある人とない人のスポーツレクリエ
ーション交流事業」とタイアップし、知的障がいのあ
る参加者・ボランティア・スタッフ（手をつなぐ親の
会・野田レクリエーション協会・社協）総勢 90 名が
スポーツ・レクリエーション活動を共に楽しみ、喜び
を分かち合い交流を深めるにぎやかなイベントにな
りました。
ボランティアと障がいのある参加者がペアになり、
大玉転がしや玉入れやよさこいソーランなどで体を
動かし、熱く盛り上がりました。
野田レクリエーション協会の方が用意してくださ
った楽しい用具（ボッチャ・カローリング・バッコー・
輪投げ・魚釣りゲーム）に皆さん夢中になって楽しん
でいました。ちょっと難しいかなと心配した新しいや
り方の魚釣りゲームもクリア。決めつけてしまわない
こと・挑戦も時には大事と気付かされました。サンタ
さんの登場で一足早くクリスマス気分を味わい楽し
い思い出が出来ました。

ボランティアサロン 12/12
盲導犬協会へ行ってきました！
今回もボランティアサロンは好評のバスハイクで盲
導犬協会へ行ってきました。車中では自己紹介と日ご
ろの活動のお話しをして盛り上がりました。
協会に到着すると、盲導犬デビュー前の２頭が尻尾
をフリフリお出迎えです。訓練士から盲導犬の一生の
お話や視覚障がいの事についての講義を受けました。
盲導犬を必要とする視覚障がい者の人数に対して、
盲導犬は足りていない。育成には時間とお金も掛かり、
必要な方に引き渡す事ができていない現状も伺いまし
た。また、盲導犬の育成にはたくさんのボランティア
が係わっていて、たくさんの協力で成り立っている事
を教えていただきました。まだお店などで盲導犬でも
入店拒否といった対応もあるそうで、盲導犬の存在や
理解をもっと深めていければ。との事でした。
ボランティアサロンとは…日頃、個人でボランティ
ア活動をされている皆様と情報交換や交流を目的とし
て企画しています。お会いしてお話をする機会が少な
いので、センターも皆様にお会いできるボランティア
サロンを楽しみにしております。初めて参加された方
もいらして今後の活動の手助けになれば幸いです。
目隠しで盲導犬と共に歩く体験中

カローリングに熱中する参加者

障がい者と盲導犬の絆 を

輪になって楽しく踊るソーラン

イメージした慰霊碑の前で

ボランティア・イベント情報！
◆◆◆ボランティア

大募集◆◆◆

【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

０４－７１２４－３９３９
▲高齢者施設

★障がい者施設

◇その他
定期ボラ

定期ボラ

▲ケアハウス野田（上三ヶ尾）

★野田市関宿心身障がい者福祉作業所

入居者さんとの散歩。付き添いボランティア

縫製ボランティア
バック・小物等作れる洋裁が得意な方
＊曜日・時間は応相談

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

定期ボラ

定期ボラ

★ケアホーム

◇キッコーマン病院（宮崎）

芽ぐみ（中野台）

入居者さんとの散歩。付き添いボランティア

病院の受付のボランティア
来院された方のご案内。受付け機械操作のお
手伝いをお願いいたします。
＊月～金 ８：３０～１１：３０
＊週１回でも隔週でもＯＫ

知的障がいのある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

「ちば食育ボランティア」を募集します。
ちばの恵みで

まんてん笑顔 ～食をとおして笑顔をつなぐ～

千葉県では、
「食」を通じて健康な生活が送れるよう、
「食」に関する正しい知識の習得や農林水産
業に対する理解を通じて、自ら「食」について考え、健全な食生活を身につける「食育」の取組を推
進しています。
その一環として、学校教育や地域活動の場で「食」や「農林水産業」に関する知識や経験をお話い
ただいたり、郷土料理などの調理実習、農業体験の受け入れ等をしていただける「ちば食育ボランテ
ィア」を募集します。ボランティアの登録は随時受け付けておりますので、ぜひご登録ください。
ボランティア活動の主な事例
① 学校での給食や家庭科、社会科等の授業に対する協力
② 産業祭など地域活動における地域住民への正しい食習慣への啓発
③ 地域住民の田植えや稲刈りなど農業体験受け入れ
④ 子ども会や市民グループによる食と農の勉強会での講師
⑤ 体験学習としての身近な食品流通・製造・加工等の見学受け入れ、説明
⑥ その他、食育の推進につながる各種事業での取組
問合せ：千葉県農林水産部 安全農業推進課
☎０４３－２２３－３０９２

◆個人登録ボランティアのご紹介◆
機能回復訓練
柔道整復師の方がボランティアで機能
回復訓練（ストレッチ、関節可動域訓練な
ど）を行います。
活動希望日：水曜日の午後
お問合せ ：ボランティアセンター
☎７１２４－３９３９

食の安心推進室

食育担当

◆介護支援ボランティア制度情報◆
平成 26 年 11 月 19 日、１２月 12 日、２５日（追
加開催）に高齢者福祉課と社会福祉協議会による介護支
援ボランティアの説明会が行われました。合計で 101
人の方がご登録され、1 月１日より市内の高齢者施設に
てこの制度によるボランティア活動がスタートいたし
ました。
なお今後の説明会の日程につきましては、野田市のホ
ームページ及び市報をご覧下さい。

活動中

お邪魔しました

～ ロゴス腹話術

絶妙なアムちゃんとの
掛け合い♪

（野田支部） ～

福祉施設や小学校、学童、幼稚園等で、笑いと喜び
を味わってもらうため、腹話術によるボランティア活
動を行っている団体で平成元年に結成されました。

今回は、地区社会福祉協議会が主催の芋煮会に出演されるということで、お邪魔しました。
当日はロゴス腹話術野田支部代表の塙さんお一人での出演でしたが、珍しい腹話術に観客の皆
さんは興味津々。演技が始まると、塙さんとアムちゃん（人形の名前です）の見事な掛け合いに、
会場は笑いに包まれていました。
塙さんに伺うと、腹話術で大切なことは、人形が自分とは別の存在として「生きている」よう
に見せること。そのために、セリフはもちろん、目と口の動きにも技術が必要とのことでした。

腹話術を終えると、今度はマイクを手にとり、カラオケを始めた塙さん。観客の皆さんは食事をしながらの鑑賞で
したが、思わず食事の手を止めてしまうほどの美声で、腹話術と同じくらいの喝采を浴びていました。塙さん曰く、
「腹
話術は腹式呼吸、腹話術の練習が歌にも生きる」とのこと。腹話術に歌にと、お一人で大活躍の塙さんでした。
ロゴス腹話術野田支部は一緒に活動するメンバーを募集しております。ご興味がある方は野田市ボランティアセンタ
ーまでご連絡ください。

愛のメリークリスマス

～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。

メカマハロ ナニ ピカケ
私たちは、主に北コミニュティセンターで練習
しているフラダンスサークルです。少人数ではあ
りますが、２０代から８０代まで和気あいあいと
楽しく踊っております。まだレパートリーは少な
いのですが、地域の皆さんのお役に立つことがで
きたら幸せに思います。
フラ ダンスと共に笑顔と
真心をお届けできる活動が
できるよう練習に励みます。

明るく豊かな地域社会の実現を目指し、クリスマス
イベントを施設の方々・小学生・ロータリアンなどと
楽しみ、施設訪問を通じて地域社会に貢献する事を目
的として平成１２年度から実施している愛のメリーク
リスマス。今年も野田ロータリークラブ・野田東ロー
タリークラブ・野田セントラルロータリークラブ合同
主催で実施しました。
会場である野田特別支援学校では始まる前から楽し
げな声が聞こえてきます。催しものがはじまると皆さ
ま食い入るようにご覧になられ、天空・魁 sakigake
の南中ソーランやうらじゃ音頭では一緒に盛り上がり
ました。午後は野田芽吹学園
に来訪してレクリエーション
を楽しみ、最後は 3 クラブの
方がサンタに扮して会場をわ
かしました。
♪ソーランで盛り上がる会場

おもちゃ病院 野田開院のお知らせ

Ｖ連のつどい

日にち
1/１８ (日)

日時：平成２７年３月８日（日）

1/１９ (月)

１３:３０～１５:３０

時 間
９：0０～正午

場

所

関宿中央公民館
野田聖華幼稚園

1/２５ (日)

９：３０～正午
９：0０～正午

場所：市役所８階大会議室
内容：①中村和子さんの講演
（視覚障がいのある方）
②コラボレーションコンサート
高橋裕子・今一とおる（ピアノ）
鈴木文（ソプラノ）
問合せ：ボランティア連絡協議会

1/２９ (木)

９：３０～１１：３０

地域子育て支援セ

連絡先：齋藤

☎０９０-２４５７-１４５３

総合福祉会館
ンター

２/ １(日)

９：００～正午

関宿中央公民館

２/ ７(土)

９：３０～１１：３０

岩木幼稚園

２/２２(日)

９：３０～正午

総合福祉会館

２/２４(火)

９：３０～正午

野田聖華幼稚園

３/ ７(土)

９：３０～１１：３０

岩木幼稚園

３/ ８(日)

９：0０～正午

関宿中央公民館

３/１２(木)

９：３０～正午

野田聖華幼稚園

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

