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あなたも「じょいんと」のなかまになりませんか！
「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
る知的障がい者とボランティアの集いです。
秋は室内で軽スポーツを楽しみます。皆さんのご参加をお待ちしています。
日
場
内

時・・１１月２９日（日）１３：００～１６：００
所・・野田市勤労青少年ホーム体育室
容・・軽スポーツ、レクりエーション
今年は日曜日の開催です。
よさこいソーランなど
注意してね！
★動きやすい服装、上履き持参でね！

「カローリング」

オリンピックで見たような？

「ラダーゲッター」

紅白対抗の大玉ころがし

魚釣りゲームは毎年人気♪
サンタさんも登場！

＊写真は昨年の「秋のじょいんと」風景です。

夏のじょいんと報告

お問合せ：野田市ボランティアセンター
０４－７１２４－３９３９

～「H27.7.25」～

今年の「夏のじょいんと」は、夏らしい太陽の照りつける猛暑の１日でした。
午前は、昨年大好評だったボウリングを参加者とボランティアがペアになって楽しみました。始
めは緊張していた初参加のボランティアの方々も投球の補助や、投球の見守り、応援、喜びのハイ
タッチ等をするうち自然と打ち解けていたようです。
午後は、マスコミでも取り上げられたコウノトリの飼育施設を訪問。ちょうど放鳥された後でこ
うのとりにはお目にかかれず残念でしたが、飼育員の方からお話しをうかがったり放鳥記念のお米
をお土産にいただいたりと思い出深いものになりました。
最後にキッコーマンものしりしょうゆ館では、ボランティアの方と相談しながらお土産を選び、
仕上げはまめカフェで名物のしょうゆソフトクリームを頬張って大満足です。

ペアで楽しむボウリング♪

「ボランティア体験」報告
ボランティアセンターでは、夏休みを利用して市内在住・在学中の小学生から大学生を対象とした「夏休みボラ
ンティア体験」を実施しました。
次代を担う若い世代にボランティア活動に対する理解や福祉に対する意識の高揚を図ることを目的として実施
しており、今年はボランティア団体や当事者団体のご協力をいただく事ができ、実りある体験となりました。
中央の杜で自然観察と
クリーンボランティア体験コース
７月３１日実施

聴覚に障がいのある方のお話しと
支援ボランティアの体験コース
８月１９日実施

当日は野田市ボランティアセンターに環境ボラン
ティア団体として登録し、活動されている「なかよし
自然隊」の自然科学系ライター岩槻氏より自然環境や
保護に関するボランティアについてお話しをしてい
ただいた後、市内にある中央の杜へと出発しました。
中央の杜では自然環境や保護についてお話しを聴
いた直後ということもあり、子ども達から色々な質問
がとびかいます。
特に自然観察の対象としていたやまゆりや昆虫に
ついて多くの質問が出ましたが、どんな質問にも岩槻
氏が分かりやすく解説してくださり、みんなで和気あ
いあいと自然観察やゴミ拾いを行いました。
1 時間ほどの自然観察やゴミ拾いの時間でしたが、
中央の杜で集められたゴミは 45 リットルのゴミ袋い
っぱいになりました。セミの抜け殻もたくさん集まり
ました。

ゴミ拾いの様子

手話体験の様子

聴覚障がい者に対する支援の方法は、手話だけでな
く、要約筆記という存在もあり、要約筆記とは会話の
内容を要約して書くという技術です。
当日は聴覚障害者協会の方や中途失聴者・難聴者の
集いみみづくの会の方より体験談を含めた貴重なお話
伺いました。
《要約筆記》
のだ要約筆記サークル「ほたる」のご協力のもと
OHC(オーバーヘッドカメラ)を用いてスクリーンに文
字を投影し、自分の名前やクイズの問題と答えを要約
筆記で実際に書いて、当事者の方に答えていただきま
した。
《手話》
野田市手話サークルけやきの会のご協力のもと自分
の名前や挨拶等の手話を練習し、実際に伝わるのかを
手話で伝言ゲームという手法で体験しました。最後は
「花は咲く」を手話コーラス。会場全体が１つになっ
て感動的なフィナーレとなりました。

自然観察も熱心に！
手話体験の様子

手話の体験

✿体験者の声✿

✿体験者の声✿

＊色々な生物の事が知ることができてよかった。
＊いつもと違う視点で自然を見て感動した。
＊コンビニ裏など何気にゴミが多く驚いた。
＊初めてボランティアに参加してとても楽しか
った。また機会があれば参加したい。
＊今問題になっている外来種なども見つかった。
身近な場所に問題があったりしてもう一度じ
ぶんの周りを見直すことができた。
その他のコース『遊びの広場』
８月２９日実施

要約筆記の体験

＊最初はとても不安だったが手話が学べて良かった。
＊良い経験になった。学んだ事を明日から生かしてい
きたい。今日来て良かった。
＊要約筆記の方は書くのは速いのに字がきれいだし、
手話の方は人が話している速さに合わせて手話をし
ていてすごい!と思った。
＊サポートしてくれた方や講師の方に優しく教えてい
ただいたのでとても楽しく安心してできた。

あいにくの雨となりましたが、それでも多くの方が訪れてくださいまし
た。2 年連続で参加してくださったボランティアもいて大助かりでした。

ボランティアサロン報告

～H２７・９．７～

ボランティアセンターでは、個人ボランティアの交流や親陸を深めていただくことを目的
として 9 月 7 日(月)に「ボランティアサロン」を実施し、16 名の方にご参加いただきまし
た。自己紹介を兼ねて日ごろのボランティア活動の様子を皆さんに披露していただいている
間にバスは浅草へ。浅草散策を楽しんだ後、東京本所にある本所防災館にて防災体験ツアー
に参加しました。私たちが参加したツアーは都市型水害体験・地震体験・消火体験・暴風雨
体験を含む 1 時間 50 分で大変充実した内容でした。参加されたボランティアの方々からは
「とても勉強になった」、
「防災について学ぶ良いきっかけになった」、
「貴重な体験が出来た」、
「東日本大震災を忘れてはならぬ」等のご感想をいただきました。一緒に防災体験したこと
でボランテイアの方同士にも連帯感が生まれ、お帰りの際には皆さんすっかり打ち解けて日
ごろの活動の情報交換をされていました。

合羽を着ても雨が！暴風雨体験。

あっ！タンスが。地震体験。

ボランティア・イベント情報！
◆◆◆ボランティア

【申込み・お問合せ】
野田市ボランティアセンターまで
TEL

大募集◆◆◆

記号説明

単発ボラ

★障がい者

★くすのき苑（木間ヶ瀬）
知的障がい者施設の苑内庭作業のボランティア募集
日時：①
②
③

日時：11 月１４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
各会場の片づけなど
人数：１５名程度
＊動きやすい服装 上履き、飲み物持参
＊昼食・お茶の用意あり

定期ボラ

▲高齢者施設

単発ボラ

★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

定期ボラ

０４－７１２４－３９３９

9 月 19 日（土）９：００～１１：３０
10 月 7 日（水）９：００～１１：３０
10 月 17 日（土）９：００～１１：３０

内容：苑内の芝生刈り、草取り、植木の伐採
＊鎌、ヘッジトリマー、刈払機等の用意あり
その他
＊飲み物。ほんの少しの昼食あり
＊帽子、タオル 2 枚、運動靴、長ズボン
長そでシャツ持参。

★しあわせの木（中戸）（木野崎）

（放課後ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ・児童発達支援施設）

①学校から帰宅した子供たちのおやつ作りの補助
②子どもたちの昼食やおやつ作りの補助
③お話し相手をしてくださる方
日時： ①月～金 12:00～14:00 又は
14:00～15:00
②土 10:00～12:00
対象者：18 歳以上（高校生不可）
活動日：応相談

子ども館まつり
ボランティア募集

定期ボラ

▲癒しのデイサービス野田（山崎）
・お習字を教えてくださる方
・音楽療法を行ってくださる方
・園芸を一緒に行ってくださる方
・お話し相手をしてくださる方
＊時間・曜日は応相談

谷吉子ども館
10 月 4 日（日）9:00～12：00
動きやすい服装、運動靴で
上靴、水筒、タオル持参。
打ち合わせは当日 9:00～

七光台子ども館
10 月 24 日（土）11:00～16:30
動きやすい服装、運動靴で
上靴、上着、飲み物持参。
昼食を済ませてから来てください。
終了後、軽食とお茶の用意あり
事前打ち合わせあり（日程は電話相談）

山崎子ども館
11 月 7 日（土）11：30～16：00
動きやすい服装、運動靴で
上靴、上着持参。
昼食を済ませてから来てください。
高校生以上。

中央子ども館
10 月 10 日（土）12:30～17：30
動きやすい服装、運動靴で
上靴、上着、飲み物持参。
高校生、大学生希望

関宿子ども館
10 月 31 日（土）
12：30～15:30

第 14 回

動きやすい服装、運動靴で
上靴、タオル、飲み物持参。

うめさと子ども館
11 月 14 日（土）
11:45～16:00
動きやすい服装、運動靴で
上靴、上着、飲み物持参。
昼食を済ませてから来てください。
＊ゲームコーナー＊工作コーナー

子ども館まつりの補助をお願いします。 ＊遊びコーナー＊受付 ＊片付け
＊駐輪場など

とき

11 月 21 日（土）
10:00～14:00

ところ

野田市中央公民館
総合福祉会館
時計の広場
＊雨天決行

お邪魔しました

活動中

～蕎麦道楽野田弐八会～
歓迎のすだれ♪

北部公民館主催事業の生涯学習の蕎麦打ち教室の卒業生が立ち上げたサ
ークル。そば打ち実演・うんちく話やそば打ち体験を通して小学生の体験
学習、福祉施設、町会、老人会等の親睦・福祉に貢献したいと活動してい
る団体。そば道場も開設している。

毎年好評で楽しみにされている施設も多い蕎麦道楽野田弐八会の無料「そば打ち体験の出前出張」は今年でなん
と 4 回目。市内の高齢者施設・障がい者施設・病院のデイケア等 11 施設で実施されました。
今回は 7 月 17 日に行われた市内の精神科のデイケアでの出前出張にお邪魔しました。こちらでの体験は 3 度目
であり、デイケアの皆さんで「歓迎のすだれ」を制作してのお出迎えに当日指導に当たった弐八会の皆さんのお顔
もほころびます。こちらの利用者は若い方が多くほとんどの方が弐八会の皆さんのアドバイスを受けながらそばの

押し切りを体験。ずらしながら切るのは難しいけれども自分で切ったお蕎麦の味は最高。太いのもご愛嬌で
す。体験後は、そば打ちの様子をクロッキーしてくれていた利用者の方の絵を見ながら話に花が咲きました。
皆さんに喜んでいただけることが何よりうれしいと語るメンバー。これからも美味しいお蕎麦で多くの方
を笑顔にしてほしいですね。来年も無料「そば打ち体験の出前出張」をよろしくお願いします。
華麗な手さばき！

★傾聴講座１日コース
【日

★ 寺子屋講座（まちの仕事人講話 ）
点訳が広げる情報のバリアフリー
～６つの“点”で視覚障がい者に言葉を届ける～
【日 時】 10 月 4 日（日）
１３：３０～１５：３０
野田市市民会館・松竹梅の間
知本美奈子氏 （点訳の会代表）
２０名
一般 500 円、学生(高校生以上)250 円
中学生以下無料
【問合せ・申込み】NPO 法人野田文化広場
電話 04-7124-6851
FAX04-7124-6866
【場 所】
【講 師】
【定 員】
【参加費】

【場 所】
【対象者】
【定 員】
【費 用】
【申込 方法 】

【申込 〆切 】

日にち

時

間

場

所

９月１５日（火）

９時半～正午

野田聖華幼稚園

９月２７日（日）

９時半～正午

総合福祉会館

９時半～正午

関宿中央公民館

10 時～15 時

リサイクルフェアー

１０月

４日（日）

１０月１７日（土）

10 月 2 日（金）
１０：００～１５：００
総合福祉会館３階 第３会議室
傾聴の基本を学び、ボランティア活動の
できる方
４８名
資料代 ２００円
電話かＦＡＸにて
Tel＆Fax 04-7129-4142
＊住所、氏名、電話番号を明記の上
Fax して下さい。
9 月末日 （定員になり次第）

昔話研究の第一人者

小澤俊夫先生講演会
「昔話が語る子どもの成長」
【日

「おもちゃ病院 野田」開院のお知らせ

時】

受講生募集

時】

10 月 16 日（金）
１３：３０～１５：００
【場 所】 南コミュニティ会館中ホール
【問合せ】 おはなしグループ「ゆう」
おはなしパレットみなみ
工藤 ℡. 04-7122-9399
【共 催】 南・北・せきやど図書館
＊申込み 9 月 20 日（日）10 時より
南図書館 04-7125-7981

（市役所）
１０月２０日（火）

９時半～正午

野田聖華幼稚園

１０月２５日（日）

９時半～正午

総合福祉会館

１０月３０日（金）

９時半～11 時半

地域子育て支援センター

１１月

1 日（日）

９時半～正午

関宿中央公民館

１１月

７日（土）

９時半～11 時半

岩木幼稚園

９時半～正午

野田聖華幼稚園

１１月１０日（火）

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

総合福祉会館臨時休館日

みんなで楽しむ 秋のおはなし会
【日時】
第一部
第二部

１０月１１日（日）
13:30～14:00 世界の昔話（５歳以上対象）
14:10～15:00 アラビアンナイト
（小学校 3 年生以上対象）
【場所】 北コミュニティ会館 和室
＊申込み不要 参加料無料 未就学時は保護者同伴で
＊一部のみ，二部のみの参加も可能
【共催】[野田市立北図書館・おはなしパレット北

＊10 月 19 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

