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新しいスタートの季節♪

“おひさまといっしょに”個人ボランティア募集

日 時：平成２７年６月２０日（土曜日）

場 所：関宿総合公園体育館

時 間：１０時００集合  １５時００分 解散予定

内 容：レクリエーションなどのお手伝い

持ち物：室内履き（運動靴）、昼食、水分補給、動きやすい服装でお願いします

人 数：２０名程度

締切り：３月３１日（火）

“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、レクリエーションなどの
お手伝いをしてくださるボランティアを募集します。

大募集！ボランティアデビューしてみませんか！

“おひさまといっしょに”とは……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。２６年度までは市内の小学校
校庭で開催しておりましたが、２７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。

申し込み・問合せは

ボランティアセンターまで

☎７１２４－３９３９

―野田市ボランティアセンターにご登録されている方へー
今年度もたくさんのボランティア登録をありがとうございました。福祉施設からもたくさんのボランティ

ア要請をいただき、多くのボランティアの皆さんにご活躍いただきました。毎年、登録の人数が増えていま

す。皆さんのボランティアへの関心の高さの表れなのかと思います。皆さんの活躍が実りある活動となるよ

うボランティアセンター一同努めてまいります。

今後とも野田市ボランティアセンターの運営につきましてご理解とご協力を賜りますようよろしくお願

いいたします。

―個人でボランティア活動保険にご加入されている方へー
全国社会福祉協議会取扱いのボランティア活動保険（基本タイプ、天災タイプ）の平成 2６年度の保険期

間は平成２７年３月３１日までとなっております。平成２７年４月以降も被災地等でボランティア活動され

る方については、お手数ですが、改めて保険加入の手続きにご来会下さい。



〔日 時〕 ３月８日（日） １３：３０～１６：００（開場１３：００）

1・中村和子さん講演 ～「私らしく生きる」～

１３：45～14：45

2・コンサート ～ソプラノと２台ピアノのコラボレーション～

  15：00～16：00

〔場 所〕 野田市役所８階 大会議室

〔問合せ〕 齋藤 ☎０９０－２４５７－１４５３

〔日 時〕 ３月１５日（日）

      開場 １３：００

開演 １３：３０

〔場 所〕 欅のホール・小ホール

〔問合せ〕 心のバリアフリー公演実行委員会

加藤 ☎０９０－２４４７－７５４２

〔日 時〕 ３月７日（土）

      １３：００ ～１７：００

〔場 所〕 野田市中央公民館

      １階 講堂

〔問合せ〕 鎌田 ☎７１２５－５６６２

◆◆◆ボ ラ ン テ ィ ア 募 集 ◆◆◆ 記号説明 ▲高齢者施設 ★障がい者

定期ボラ ▲あずみ苑グランデ（柳沢）

【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

体操のボランティア

入居の高齢者の方に体操指導をしてくださる方。

ジャンルは問いません。

＊１～２週間に１回程度。１回 ３０分程度。

＊曜日、時間は要相談

今年も野田市ボランティア連絡協議会では「Ｖ連のつどい」を開催します！今年のテーマは「楽しく共に生

きる」です。どなたでも参加できますので、お誘い合わせの上、ぜひご来場下さい。

～Ｖ連のつどい～ 入場無料

定期ボラ ▲野田市楽寿園（鶴奉）

教室の先生 ―○○の先生募集―

得意な事を活かしてみませんか！

高齢の入居者の方に指導してくださる方

ジャンルは問いません。（習字・手芸・詩吟・生花以

外でお願いします）

＊月に１回～２回程度。

＊月～金、9：00～16：00 の間で要相談

定期ボラ
▲しらさぎの家（下三ケ尾）

・見守り・お話し相手

・散歩時の車椅子の介助
・習字を教えてくださる方（月一回程度）
・将棋のお相手

＊月～土 活動日は応相談 ＊曜日・時間は応相談

★野田市関宿心身障がい者福祉作業所

（西高野）

定期ボラ

縫製ボランティア

バック・小物等作れる洋裁が得意な方

野田市演芸ボランティア

仕出し屋 発表会

◆◆◆イ ベ ン ト 情 報 ◆◆◆

心のバリアフリー公演

入場無料

手話通訳

要約筆記

磁気ループあり

手話と笑顔でバリアをこえよう！

手話言語法制定に向けて。

手話コーラス・手話ダンスなど
５回目を迎える発表会。

日頃の成果をぜひご覧ください

入場無料

手話通訳

要約筆記あり



お邪魔しました

日にち 時 間 場 所

３/ ７（土） ９：３０～正午 岩木幼稚園

３/ ８（日） ９：３０～正午 関宿中央公民館

３/１２（木） ９：３０～正午 野田聖華幼稚園

３/２２（日） ９：３０～正午 総合福祉会館

４/５（火） ９：３０～正午 関宿中央公民館

４/ 調整中 ９：３０～正午 岩木幼稚園

４/２６（日） ９：３０～正午 総合福祉会館

４/２７（月） ９：３０～正午 野田聖華幼稚園

    

受講生 募集

活動中

～のこ木本組～
仲
間
も
一
緒
に
自
己
紹
介

のこぎり演奏と楽しい時間を！

西洋のこぎりの音色で感動を！

二人で訪問活動しています。

息
の
あ
っ
た
演
奏

～～新新・・ボボラランンテティィアアググルルーーププののごご紹紹介介～～

はじめまして、よさこいソーランチームの野田
白龍会です。20～40 代の大人と未就学児で活動し
ています。踊りは初心者ですが、元気に楽しく踊っ
ています。

内容は、よさこいの演舞，子どもの質問タイム、
うらじゃ音頭（岡山県の曲）を皆で踊る、皆さんと
握手、全部で 30 分程度になります。。
よさこいを通して、一緒に楽
しい時間が過ごせたらうれし
いです。

野野田田白白龍龍会会

ボボラランンテティィアアセセンンタターーにに新新ししくく登登録録さされれたた

ググルルーーププののごご案案内内でですす。。

本日は学童保育所のクリスマス会にお呼ばれのお二人。活動の様子を拝見しました。キンピカ衣

装の「のこ木本」さんと、素敵なドレスの「にんにんしのぶ」さん。大きなケースを見つけた子ど

もたちは、ギター？バイオリン？と何が出てくるか始まる前から興味深々。まずは仲間と一緒に自

己紹介から。子どもたちに大うけの掛け合い（漫才？）で子

どもたちをぐっと引き込みます。さて、ケースの中身は…？

出てきたのは「西洋のこぎり」です。初めて見る西洋のこぎ

地区社協広報紙コンクール開催
市内にある 22 の地区社協で発行している地域の広

報紙について、地域住民の方々に親しまれ魅力ある紙
面づくりの一助とする為、今年度も広報紙コンクール

を開催いたしました。入賞結果は以下のとおりです。

左から「中根地区」「東部地区」
「二川地区」

最優秀賞 東部地区社協
優 秀 賞 中根地区社協
     二川地区社協

      

りに、日本ののこぎりとは違う大きさ、形にびっくりの会場。演奏が始まると一気にシーンと静

まりかえりました。のこぎりの奏でる音に身を乗り出し聞き入っています。一曲終わるとすごー

い！と拍手喝采。綺麗な高音、ほんわりした音色です。子どもも知っている曲など演出もバッチ

リ息もぴったりのお二人。素敵なクリスマスのひとときをありがとうございました♪

日 時：基礎編 ５月２６日～７月２１日 毎週火曜日
   実践編 ９月８日～１０月２０日 毎週火曜日
       １０：００～１２：００

場 所：総合福祉会館 ３階 第３会議室
対象者：朗読ボランティア活動を継続できる方

   パソコンで文字の入力ができる方
   年齢 65 歳以下の方

定 員：２０人
費 用：１,０００円（テキスト代）

申込方法：住所、氏名、電話番号を明記の上、ＦＡＸにて
野田市社会福祉協議会まで。
電話でお申込みの方は下記の連絡先まで。

    Fax：０４－７１２４－８８８３    
電話：７１２２―１８３５（あいの会 中島）

お申込み後、説明会に参加していただきます。

説明会：５月１２日（火）１０：００～
勤労青少年ホーム

申込〆切：４月１５日（水）
主 催：朗読グループあいの会
共 催：野田市社会福祉協議会 後 援：野田市

初級朗読（音訳）講座  基礎編・実践編

おもちゃ病院 野田開院のお知らせ

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



ボランティアセンターでは、ボランティア活動中に起こる様々な事故からボランティアの方を

補償するものとして、ボランティア活動保険（社会福祉協議会が負担）に加入します。平成２７

年度について引き続き登録を更新する方は、同封ハガキ裏面の「ボランティアカード」にご記入

の上投函してください。（記入面に「プライバシー保護シール」を貼ってください。）

※今年３月に登録をした方は自動的に継続登録としますので対象外といたします。

※返信がない場合は、継続登録のご意志のないものとして処理しますのでご了承下さい。

＜記入例＞
野田市ボランティアカード（個人更新用）

登録

年月日
平成 ２０ 年 ５  月    日 □男   ☑ 女

ふりがな

氏 名

ふくし    はなこ

福 祉  花 子
年齢   ４６ 歳

住 所 〒278-0003   野田市鶴奉５－１

連絡先

 ７１２４－３９３９ ＦＡＸ         同左・無

携 帯：○○○-○○○-○○○

メール：○○○○○＠○○○.jp
好きな事

得意な事

資格

パソコン、絵手紙、編み物、囲碁、将棋、習字

活 動 状 況

活動日 活動内容 活動先

毎週木曜日

第２土曜日

10:00～0:00

〇月×日

△月〇日

ひのきの会（昼の部）の活動

シーツ交換、話し相手

夏まつり手伝い

文化祭手伝い

中央公民館

〇〇ホーム

△△園

××○○学校

☑災害時、災害ボランティアとして活動してもよい。

□現在のボランティア活動以外の活動はできない。

☑ボランティアグループでも活動されている場合

  →グループ名 〔 ひのきの会         〕

連絡事項・その他

４月から月１回、施設のお年寄りと絵手紙クラブを実施すること

になりました。

主な移動手段  ☑車 □自転車 □まめバス □電車 □徒歩

ボランティア通信の送付         ☑ 要        □ 不要

グループにも加
入している方は
グループ名も
記入。

初回登録の年月日
を記入。
（わかる範囲で結構
です）

２７年度

継続している活動
のほか、昨年度の
単発の活動も。
わかる範囲で結構
です

「不要」の方には
次号（５月発行）
からの「ボランティ
ア通信」を送付
いたしません。

差し支えない範囲
でＯＫ。
今後、ボランティア
情報をメールでもお
知らせしたいと思い
ます。アドレスをお
持ちの方はご記入
お願いいたします。

ボランティア調整の
際、参考にさせてい
ただきます。

該当する欄にチェッ
クをお願いします。

ボランティアご紹介
の際に参考にさせ
ていただきます。
ご記入ください。

今年度もたくさんのご登録、ご活躍ありがとうございました。

平成２７年度のボランティア登録の手続きをお願いします。

＊登録期間  平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日

＊締 切 日  平成２７年４月２４日（金）必着

災害時に「災害ボラ
ンティアとして活動
してもよい。」という
方はチェックをお願
いします。


