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夏 の じ

よ

い ん と

今年の「夏のじょいんと」は、昨年、参加希望者が多く、ボランティアや参加された皆様に好
評でしたので、もう一度ボウリングに挑戦という運びになりました！知的障がいのある参加者を
サポートし、共にボウリングを楽しみ交流できるので、はじめてのボランティアも参加しやすい
内容です。当日はもの知りしょうゆ館見学やコウノトリの飼育施設の訪問も予定しています。
夏休みの１日を一緒に楽しく過ごしませんか♫。

日

時・・7 月 25 日（土）
8 時 20 分 集合 (中央公民館 1 階ロビー)
１6 時 30 分 解散予定（市役所）
内 容・・知的障がいのある皆さんとボランティアの交流会
ボウリング（ラグゾー野田店）
お申
工場見学（もの知りしょうゆ館 野田工場）
こうのとりの里
(江川地区)
人 数・・20 名程度
こうのとり飼育施設
参加費・・1,000 円(昼食代)
＊「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
実施している知的障がいのある方とボランティアのふれあいや体
験のつどいです。

箱から物を出しちゃダメだよ！

ペットボトルで楽しいゲーム♫

昨年度のボウリングの様子♫♫♫

お申し込み・お問合せ
野田市ボランティアセンター
☎０４－７１２４－３９３９

H27.2.28
今年の春のじょいんとは恒例のいちご狩りを満喫し
たあと「ビアスパークしもつま」にお部屋を借りてレ
ク大会を開催！知的障がいのある参加者とボランティ
アが一組になってビンゴゲーム・手探り名前当てゲー
ム（手探りで箱の中の品物を当てるゲーム）
・ばくだん
「ビアスパークしもつま」にて全員集合！
ゲーム（カラーテープを貼ったペットボトルを音楽に
合わせて回し、音楽が止まったときにペットボトルを
持っていた人が負け）を楽しみました。ハプニングが
続出し、思わずみんなで大爆笑！皆さんのこんなにた
くさんの笑顔に出会えるなんて!！!ボランティアと参
加者との距離がいっぺんに縮まって幸せなひと時とな
りました。
今年のいちごも甘いね♫

【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

◆◆◆ボランティア募集◆◆◆

◇ぬいぐるみの製作ボランティア
野田市関宿のイメージアップキャラクター『やど助』のぬいぐるみを
制作していただける方を探しています。高さ３０㎝程度で１体。
制作にかかる材料費などは要相談。制作していただいたぬいぐるみは、
「関宿まつり」や「世界キャラクターサミット in 羽生 2015」など、
様々なイベントで『やど助』をＰＲするために使用させていただきます。

〔問合せ〕
野田市関宿商工会青年部
城下町 Saikou 委員会

委員長

平野

麻希子

やど助

電話：０９０－１０３５－４９１３

★特別支援学校運動会のお手伝い

イベント

小学生から高校生までの障がいのある子供たちが通う「県立野田特別支援学校」では、運動会の
お手伝いをしてくださるボランティアを募集しています。
【日時】５月３０日（土）８：３０～１６：００
*雨天予備日 ５月３１日（日）
【場所】野田特別支援学校のグラウンド（鶴奉）
【内容】 児童・生徒の介助、用具の出し入れ、
得点計算、掲示版等

イベント

★障がい者の方とのボウリングのお手伝い
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
方とのボーリングのお手伝いを募集しています。

【日時】５月３１日（日）13：30～15：30
【場所】ラクゾー野田店（イオンノア店内）
【内容】ボウリングイベントで一緒に過ごす
ゲームをする場合は自己負担。
＊現地集合（13:20）、現地解散できる方

＊当日は動きやすい服装、上履き持参。
＊お茶、お弁当は学校で用意。
＊５月３０日（土）と５月３１日（日）の
両日可能な方

定期ボラ

▲グループホームすずらん（中里）
畑の手入れのボランティア

高齢者施設（グループホーム）の畑の草
取り、耕し、野菜の栽培、花の植え付けな
どお手伝いをしてくださる方
＊畑作業の経験者希望
＊月～金 曜日・時間は応相談

▲野田市楽寿園（鶴奉）

定期ボラ
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１回程度）
・将棋のお相手
＊月～土
活動日は応相談

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

▲あずみ苑グランデ（柳沢）
体操のボランティア
入居されている高齢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

定期ボラ

▲ブリスイン野田(宮崎)
書道のボランティア
書道を入居者に教えてくださる方
＊月１回程度（火，木、金のいずれかを希望）
＊時間は９：３０～11：00
＊曜日は要相談 ＊道具は施設で用意

記号説明

▲高齢者施設

★障がい者

◇その他

お申込み・お問合せは
ボランティアセンターまで
☎ ０４－７１２４－３９３９
７月１８日（土）１３：３０～２０：３０

７月１７日（金）１５：００～２０：００

谷 吉
子ども館

七光台
子ども館

１２名募集（高校生以上）
動きやすい服装・運動靴で
上履き、飲み物、タオル持参
子ども館で夕食用意

６名募集（高校生以上２０代の方）
動きやすい服装・運動靴で
上履き、飲み物、タオル持参
子ども館で夕食用用意

７月２３日（木）１４：００～２０：３０

７月２４日（金）１４：００～２０：３０

１２名募集（高校生以上２５歳程度）
動きやすい服装（スカート不可）
運動靴（サンダル・クロックス不可）
上履き、虫よけスプレー又は軟膏、
タオル、着替え、飲み物持参
子ども館で夕食用意

１２名募集（高校生以上）
動きやすい服装（長袖・長ズボン）
運動靴で
上履き、飲み物、タオル持参
子ども館で夕食用意

７月２４日（金）１５：３０～２０：００

関 宿
子ども館

中 央
子ども館

山 崎
子ども館

７月２５日(土)１４：３０～２０：３０

うめさと
子ども館

１０名募集（高校生以上）
動きやすい服装・運動靴で
上履き、飲み物、タオル持参
子ども館で夕食用意

１０名募集（高校生以上）
動きやすい服装・運動靴で
上履き（かかとのあるもの）
飲み物、タオル持参
子ども館で夕食用意
★小学生を対象としたデイキャンプの準備・片付け

★ゲーム、工作、遊び、キャンプファイヤーなどの補助
★子どもたちの見守り、取りまとめなど

「蕎麦道楽 野田弐ハ会」は市内小学校、高齢者福祉施設
（デイサービス等）で「そば打ち体験の出前出張」を行って
いるボランティアグループです。通常であれば、材料費等実
費分を負担していただく「そば打ち体験」ですが、このたび、
皆様に活動を広く知っていただくために「無料」にて出前出
張いたします。
一緒にそばを打つもよし、実演を見るもよし、そして皆さん
で打ちたてのおそばを味わいながら楽しい時間を過ごして
ください。
対

象

費
用
申込締切
申し込み
お問合せ

市内福祉施設、介護保険事業所、学校、子ども
会、いきいきクラブ等 各団体２０名程度
無料
平成２７年６月１２日（金）
野田市ボランティアセンター
☎０４－７１２４－３９３９

市民の皆さんからご寄付いただいた使用済み
切手を使ってしおり作りをしていただく「しお
り作りボランティア」の活動が２年目に入りま
した。現在 7 名のボランティアの皆さんが、毎
回たくさんのアイデアを出し合いお互いの作品
に刺激されながら、楽しく作品作りをされてい
ます。その出来栄えは作品展をしたいほどです。
いろいろな工程を分担して毎回 2 時間程の活動
で 100 枚の完成を目指して張り切っています。
出来上がったしおりはボランティアセンターを
市民の皆様に知っていただくための広報活動な
どに活用させていただいています。
使用済み切手が素敵なしおりに変 身！

♫和気あいあいとした作業風景

無料

★ボランティアセンターでは引き続き使用済み切手を集めて

です！

います。収集にご協力をお願いします。
★使用済切手の下処理作業（切手の周りの余分な紙をハサミで
切り落とす）は清水地区社協の「清水ボランティアあしたば」
のみなさんにご協力をいただいています。

昨年の福祉施設でのそば打ち体験の様子

活動中

お邪魔しました

～ 花あそび松清会 ～

病院・高齢者施設等で生け花（アレンジメントフラワーを
含む）指導をしているグループ。会員は 8 名。
心にやさしい愛の花を咲かせましょう♪がモットーです。

今回は「花あそび松清会」が平成１４年に結成された当初から生け花指導を月２回欠かさず続け
ている特別養護老人ホーム亀野園での活動にお邪魔しました。当日は１４名の入所者の方々が参加
され、４名のメンバーが指導にあたりました。会場はカーネーション、ガーベラ、ゆり、デルフォ
ニュームなど色取り取りの花々で春満開！参加者の皆さんのお顔も、ぱーっと明るくなります。お
花屋さんの協力もあり通常より多くの種類の花々を用意して楽しんで頂いているとのこと。入所者
の方々に、にこやかに話しかけ寄り添いながらお花を生けていくメンバーの様子は、ひらひらとし
当日参加のメンバー♫
て軽やかな蝶のようです。
お花を自分の手で生けられる方はほんの僅かですが、自分の意志でお花の色を選んだりお花を入れる
箇所を決めたり、お花が生けられていく様子をただ嬉しそうに眺めていたりと、関わり方は様々ですが、
それぞれのスタイルで生け花を楽しんでいらっしゃるようで「花あそび」という会の名前がぴったりで
した。お花を生けた後は会長さんの音頭で季節の童謡や日本各地の民謡を歌って楽しみました。こちら
も楽しみにされている方が多いとのこと。これからも心と心のふれあいを大切に一緒に「花あそび」を
続けて欲しいですね。
生け花の指導の様子

みんなで楽しむおはなし会
【日

～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。

ハーラ ウ・フラ・オ・プ アロケ
はじめまして！ハーラウ・フラ・オ・プアロケで
す。フラという異文化に触れながら、互いを大切に
思い、支え合う気持ちを大事にしながら踊っていま
す。
心癒されるハワイアンの音楽にのせてお届けす
る私たちのパフォーマンスで、南の風を感じていた
だき、愛と幸せ気分を皆様にお届けできればうれし
いです。

時】

6 月 14 日（日）
13 時 30 分～15 時 00 分
【会 場】 北コミュニティセンター
１階（和室）
【お 問合せ】 おはなしパレット北
筒井 ℡04‐7124‐97１0
【共 催】 北図書館 ★申し込み・参加費不要

おとなのためのおはなし会
【日

時】

6 月２4 日（水）
10 時 30 分～12 時 00 分
【会 場】 南コミュニティセンター
集会室
【お 問合せ】 おはなしパレットみなみ（夕方以降）
春山 ℡04‐7138‐2415
【共 催】 南図書館 ★申し込み・参加費不要

おもちゃ病院 野田開院のお知らせ
日にち
５/２４（日）

時 間
９：３０～正午

総合福祉会館

６/

９：３０～正午

関宿中央公民館

６/１３（土）

９：３０～１１：３０

岩木幼稚園

６/１６（火）

９：３０～正午

野田聖華幼稚園

６/２８（日）

９：３０～正午

総合福祉会館

７（日）

６/３０（火）

９：３０～１１：３０

場

所

野田市地域子育て
支援センター

７/

５（日）

９：３０～正午

関宿中央公民館

７/

９（木

９：３０～正午

野田聖華幼稚園

９：３０～１１：３０

岩木幼稚園

７/１１（土）

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

助 成 金 情 報
～みずほ教育福祉財団～
「老後を豊かにするボランティア活動資金」
高齢者を主な対象に地域に根差した形で活動してい
る団体を支援。

応募締切

平成 2７年５月２２日（金）消印有効

～大同生命厚生事業団～
「地域保健福祉研究育成」、
「サラリーマン（ウーマン）
ボランティア活動助成」ならびに【シニアボランティ
ア活動助成】の募集

応募締切

平成 2７年５月２９日（金）必着

総合福祉会館休館日
７月６日（月）・・・電気設備定期試験
野田市社会福祉協議会およびボランティア
センターも休館となります。

