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新しいスタートの季節♪
できることからボランティア！

合言葉は

大募集！

“
おひさまといっしょに”個人ボランティア募集
“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、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。
日

時：平成２８年６月１８日（土）

場

所：関宿総合公園体育館

時

間：１０時００集合

内

容：レクリエーションなどのお手伝い

１５時００分

解散予定

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：４月２８日（木）
“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４２回目を迎えます。

ボランティアセンターから
野田市ボランティアセンターに
ご登録されている方へ
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。

申し込み・問合せは
ボランティアセンターまで
☎７１２４－３９３９

ボランティアを
気持ちの良いものに！

ボランティア活動は本来見返りを求めない
個人でボランティア活動保険
活動ですが、ボランティアの方へのちょっと
にご加入されている方へ
した気配りがあると気持ち良くボランティア
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 2７年度の保険期間は
平成２８年３月３１日 までとなって
おります。平成２８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。

活動が行えます。
ボランティアをお願いした際の「ありがと
う」という感謝の言葉であったり、１杯のお
茶であったり、演奏に耳を傾けるなどご配慮
をお願いいたします。
また、ボランティアに行く側も「行ってあ
げている」ではなく、謙虚な態度を心掛けま
しょう。
せっかくの善意が台無しにならないように
お互い「感謝の気持ち」を忘れずにしたいで
すね。

【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◆◆◆
定期ボラ

▲グループホーム菜の花（宮崎）

創作活動のお手伝い
書道、木目込み人形作り、パッチワークなどの
創作の指導、お手伝いをしてくださる方。

記号説明
定期ボラ

★障がい者

▲癒しのデイサービス野田（山崎）

作品作りのお手伝い
砂絵や切り貼りなど材料がセットになっているキッ
ト制作のお手伝をしてくださる方。
＊火曜～土曜 １３：３0～1５：３0
の間で応相談
＊月に２回～３回程度

＊午後の時間帯で １回３０分～60 分 程度
＊曜日、回数は応相談

定期ボラ

▲高齢者施設

▲あずみ苑グランデ柳沢（柳沢）

書道ボランティア
５～１０名ほどの利用者さんへの書道の手ほど
きをしてくださる方。資格などは不要です。一緒に
楽しみながら教えてください。
＊火曜～金曜 １３：０0～1５：０0
の間で１時間ほどお手伝い下さる方
＊月に１回～２回程度

◆◆◆ ご案内

定期ボラ

★野田市心身障がい者福祉作業所（鶴奉）
作業補助

内職作業、手芸品作成など
編み物に興味のある方
＊月曜～金曜 10：30～16：00
の間で都合のよい時間

◆◆◆

～むらさきの里・野田ガイドの会～
スライドによる「野田のまち歩き」 のご案内
むらさきの里・野田ガイドの会では「野田の見どころ」のス
ライドを作成いたしました。まずスライドで野田の良さを再認
識していただき、続いて現地のまち歩きで再確認していただけ
れば幸いです。
野田に住んでおられる市民の皆さんはどこまで「野田」のこ
とをご存じでしょうか。これまでお客様に「野田のまち歩き」
をガイドしてまいりましたが、「野田」は歴史的に、また、文
化的に大変高い評価をいただいています。
スライドの上映をご希望の方は下記までご連絡ください。

野田市郷土博物館・野田市民会館内
「むらさきの里 野田ガイドの会」
☎７１２４－６８５１

スライドの種類
①「しょうゆの街 旧市街」編（20 分）
②「しょうゆの街 野田」編（35 分）
③「川と歴史の街 関宿」編（15 分）
④「野田の四季・まつり」編（15 分）
むらさきの里野田ガイドの会
トコトン野田を勉強し、市内外からの色々
な方々に野田の名所、旧跡、まち並みなど
をガイドする会です。市外の方々に対して
は野田のＰＲを、市内の方々には郷土愛を
膨らましていただけたら幸いです。

キャラクターと一緒に

春の「じょいんと」では恒例のイチゴ狩り♪に行ってきました。常連のボランティア
の方に加えて、初参加のボランティアの方も一緒にバスで出発～。
今年は日照も豊富でイチゴの生育が良い。と施設の方のお話しでした。
大きなイチゴ、艶々のイチゴに参加者の皆さんにも笑顔が溢れます。イチゴ狩り
の後は、川口市にある「ＮＨＫアーカイブス」の施設見学です。入口では懐かしいキャラク
ターがお出迎え。アニメ観賞などで楽しい時間を過ごしました。

みんな笑顔で♪

行ってきました♪春のじょいんと ―報告―

お邪魔しました

活動中

～ 手作り拡大写本かたつむりの会～

昭和６０年に写本の講習会の受講生
で発足しました。背中に家庭というカ
ラを背負ってゆっくり着実なあゆみで
と「かたつむりの会」と命名。

制作風景

視覚に障がいのある方は印刷物を読むことが困難です。そういう方のために読みや
すい大きさの文字で書き直したものを拡大写本といいます。弱視のお子さんにも読書
の喜びを味わって欲しい！と、絵本・小説などを大きな字で書いて「拡大写本」
「拡大
教科書」を作っています。手書きの場合、字は達筆の必要はなく、正確に読みやすく、
丁寧に書く事が大切です。拡大教科書制作の場合はデジタルデータの提供があり、パ
ソコンで制作しています。拡大教科書（主に小学算数）を制作している時は、細い線
を太くしたり、色を濃くしたりと利用される方を思いながら制作していました。４月、
９月の納入に向けて大変だった時期がありましたが、やりがいもありました。
現在は、スキャナーを利用して児童書の拡大写本を制作しています。平成 26 年
1 月に千葉県立千葉盲学校の図書ボランティアに登録したのをきっかけに図書室から
の依頼の児童書、課題図書、生徒さんからの依頼の数学ドリルなどを手書きチームと
パソコンチームが協力して制作しています。数学ドリルを利用している生徒さんから
「大きな字で見やすい」とお礼のお手紙をいただけてとても嬉しかったです。市内の
方からもご依頼があれば、お役に立ちたいと思っています。と、代表のお話しでした。
作業の合間にいろいろと伺わせていただき、ありがとうございました。
拡大写本

「おもちゃ病院野田」

―みずほ教育福祉財団―

“興風図書館子どもまつりで開院！！

「老後を豊かにするボランティア活動資金」

日

時：平成 28 年４月１７日(日)
９：００～１６：００
＊診療受付時間は終了 30 分前まで
場 所：興風図書館 ２階 会議室
内 容：この病院はこわれたおもちゃを無料
（特殊な部品は実費）で直します。
おもちゃ遊びコーナー、おもちゃ修理
コーナーあり
問合せ：おもちゃ病院野田
☎ 04-7120-1228 (久保)

おもちゃ病院 野田開院のお知らせ
日にち
３/１９（土）

時 間
９：３０～正午

場

岩木幼稚園

３/２７（日）

９：３０～正午

総合福祉会館

４/

３（日）

９：３０～正午

関宿中央公民館

４/

調整中

９：３０～正午

岩木幼稚園

４/１７（日）

９：００～１６：００

興風図書館

４/２４（日）

９：３０～正午

総合福祉会館

４/２７（水）
お問い合せ

９：３０～正午

南部梅郷公民館

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

所

地域に根ざした、高齢者を主な対象としたボランテ
ィア活動等の支援を目的として、その活動に継続的に
使用される用具・機器類の取得資金を助成します。
応募締切

平成 2８年 5 月３１日（火）必着

http://www.mizuho-ewf.or.jp
応募要領・申請書は財団のＨＰからダウンロードし
てください。

地区社協広報紙コンクール開催
市内 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。
最優秀賞 南部南地区社協
優 秀 賞 関宿地区社協
清水地区社協

「南部南地区」
「関宿地区」 「清水地区」

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２８年度のボランティア登録の手続きをお願いします。
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２８
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＞

２８年度
野田市ボランティアカード（個人更新用）
ふりがな

ふくし

氏 名

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。

福

はなこ

祉

花

〒278-0003

住 所

携

50

年齢

子

歳

野田市鶴奉５－１

 ７１２４－３９３９
連絡先

☑ 女

□男

ＦＡＸ

同左・無

帯：○○○-○○○-○○○

メール：○○○○○＠○○○.jp
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

好きな事
得意な事

パソコン、絵手紙、編み物、囲碁、将棋、習字

資格
活 動 状 況
活動日

毎週木曜日
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。

ボランティア調整の
際、参考にさせてい
ただきます。

活動内容

活動先

ひのきの会（昼の部）の活動

中央公民館

シーツ交換、話し相手

〇〇ホーム

夏まつり手伝い

△△園

文化祭手伝い

××○○学校

第２土曜日
10:00～0:00
〇月×日
△月〇日

☑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

になりました。
主な移動手段
ボランティア通信の送付

＊登録期間
＊締 切 日

☑車

□自転車

□バス

☑ 要

グループにも加
入している方は
グループ名も
記入。

〕

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

該当する欄にチェッ
クをお願いします。

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。

□電車

□徒歩

□ 不要

平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日
平成２８年４月２８日（木）必着

「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。

