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の じょいんと

ボランティア募集中！

今年も夏のじょいんとのボランティア募集の季節がやってまいりました。 夏は知的障がいのある皆
さんとのバスハイクを予定していますが、まだ行先が確定していません。ただ今スタッフ一同、各案を
検討中！！！です。今流行りのミステリーツアーというわけではありませんよ(笑)。5 月中には決定し
下見にもばっちり行ってまいります。皆さんのご参加をお待ちしていまーす。

[内
[日

容]
時]

[場 所]
[参加費]
[人 数]

知的障がい者とボランティアのバスハイク
７月３０日（土曜日）
８時２０分 集合
１６時３０分 解散（予定）
お楽しみ♪
１，０００円（昼食代）
２０名程度

夏の楽しい思
い出を一緒に
作ろうよ♪

手話奉仕員養成講座（後期）
受講生募集

要約筆記者養成講座(前期)〈手書きコース〉
受講生募集
期間：

時間：

平成２８年６月９日 (木)～
平成２９年１月１９日 (木) 全 27 回
午後 2 時から午後 4 時まで

時間：

平成２８年６月１７日（金）～
平成２９年１月２７日（金）全 27 回
午後 2 時から午後 4 時まで

場所：

野田市総合福祉会館 3 階

場所：

野田市総合福祉会館 3 階

対象：

対象：

定員：

市内在住で手話奉仕員養成講座(前期)を
終了していて聴覚障がい者の福祉に関
心と理解があり、受講後も活動を続けら
れる方。手話通訳者を目指す方。
２0 名（定員を超えた場合は抽選）

費用：

無料（但し、テキスト代は実費）

定員：

市内在住で高等学校卒業程度の国語力を
有し、聴覚障がい者の福祉に関心と理解
があり、受講後も活動を続けられる方。
要約筆記者を目指す方（要約筆記者とし
ての活動範囲は野田市も含む千葉県全
域）。
１0 名（定員を超えた場合は抽選）

申込：

5 月２０日（金）までに
野田市社会福祉協議会まで。
☎０４－７１２４－３９３９

期間：

第 3 会議室

第 3 会議室

費用： 無料（但し、テキスト代＋教材費は実費）
申込：

5 月２０日（金）までに
野田市社会福祉協議会まで。
☎０４－７１２４－３９３９

【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◆◆◆
記号説明
イベント

▲高齢者施設

★障がい者

◇その他

“おひさまといっしょに”

“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、ボランティア団体などが
集まる一大イベントで、毎年６００～７００名程度が参加。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ています。
まだまだ募集して
日 時：平成２８年６月１８日（土）
いますよ！
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
イベント

「ゆったりカフェ」

中核地域生活支援センター「のだネット」では、
障がいのある方が「お休みの日に集える場」とし
て「ゆったりカフェ」を開催。
【日
【場
【内

時】6 月 5 日（日）13:０0～15:00
所】野田中央公民館 調理実習室
容】障がいのある方々とお料理づくり
(チヂミかピザ)
【持ち物】参加費 200 円、エプロン
定期ボラ

◇学習支援ボランティア
「ひまわり学習会」のボランティア講師

学習環境に恵まれない生徒の支援をする「ひま
わり学習会の」ボランティア講師を募集。
＊第 1～4 土曜日（月 4 回）16:40～20:30
＊4 コマ（各 50 分）中/希望コマ数
連絡先：学習支援ボランティア
☎7129-2438（佐々木）

定期ボラ

▲癒しのデイサービス野田

(山崎)

デイサービスの利用者さんと楽しむ麻雀の
お相手をしてくださる方。1 名募集。
＊水曜日
定期ボラ

13:30～15:30

★あすなろ職業福祉作業所（鶴奉）

① 縫製：ミシンを使っての製品作成の補助
*水曜・木曜 10:00～15:00 各１名
② パンの製造（販売を含む）
*月曜・火曜・水曜・木曜・金曜
10:00～15:00

各１名

＊室内履き、水分補給、動きやすい服装で
＊時間・曜日は応相談
定期ボラ

▲敬愛デイサービス（岩名）

花壇の手入れ（草取り等）、花の植え付け等、
お手伝いして下さる方。
＊月 2～３回、１時間～２時間程度出来る方
＊月～日曜日。時間・曜日は応相談

ひまわり学習会のご案内（学習支援説明会）
ボランティア活動団体「学習支援ボランティア」は学習環境に恵まれない子ども達の
学習支援をしております。お子さんの学習について、心配・憂慮されているご父母様、
お気兼ねなく足をお運びください。
日時：第 2 土曜日 午後 4 時（約 40 分）＊毎月＊
会場： 野田公民館 ☎ ０４－７１２３－７８１９
研修室（欅のホール）
対象：小学 4 年～中学 3 年生（保護者）
＊学習支援にかかる費用は無料です。
（教材費/相談） ＊予約
＊個別面談/要予約
要予約要予約

７１２９－２４３８（佐々木）
学習支援ボランティア

お問い合わせ
野田市ボランティアセンター
☎０４－７１２４－３９３９

7 月１６日（土）14：00～2０：00
中

央

子ども館

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

7 月 21 日（木）14：00～20：30
山崎
子ども館

7 月 22 日（金）15：30～20：00
関宿
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（かかとのある靴）、タオル、
飲み物持参
子ども館で夕食用意

7 月２2 日（金）14：00～20：30
七光台
子ども館

7 月 22 日（金）15：00～20：00

うめさと

10 名募集
動きやすい服装・運動靴で
上履き、タオル、飲み物持参
子ども館で夕食用意

子ども館

谷吉
子ども館

10 名募集（高校生・大学生）
動きやすい服装・運動靴で
長袖、長ズボン（林の中に入るので）
、
上履き、タオル、飲み物持参
子ども館で夕食用意

12 名募集（高校生から 25 歳程度）
動きやすい服装・運動靴で
上履き、飲み物、タオル持参
虫よけスプレーまたは軟膏持参
子ども館で夕食用意

7 月 2３日（土）14：30～20：30
10 名募集（高校生以上）
動きやすい服装・運動靴で
上履き、タオル、飲み物持参
子ども館で軽食用意

★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、取りまとめ等
＊帰宅時間が遅くなりますので、高校生の方は事前に親御さんのご了解をいただき、帰り道には十分注意しましょう。

無料
「蕎麦道楽 野田弐ハ会」は市内小学校、福祉施設（デイサービス等）でボラ
ンティアとして「打ち立てそばの出前出張」を行っているボランティアグループ
です。通常であれば、実費分を負担していただくのですが、このたび、皆様に活
動を広く知っていただきたく「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
お問合せ

今年で 5 回目！
毎回大好評！だよ

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
一ヵ所 20～50 名程度 計８ヶ所程度
無料
平成２８年５月３１日（火）
野田市ボランティアセンター
☎ ０４－７１２４－３９３９

おそろいの T シャツでそばを打つメンバー♫

活動中

視覚障がいのある方々においしいお弁当を届けようと、
昭和 58 年に結成されたグループ。今ほどコンビニや持ち
帰り弁当、宅配のない時代に揚げ物など火を使う調理の難
しい視覚障がい者におかずを届けたのが始まり。

お邪魔しました

～盲人給食サービスグループ～
和気あいあい楽しく調理

月１回保健センターで行われている盲人給食サービスグループの活動にお邪魔しました。現在はガイドヘルパ
ーの外出介助の充実に伴い、障がいのある方々にも一緒にも調理に参加していただき、その場で食事を楽しんで
いただいています。来られない方へは宅配のサービスも行っています。
当日は、レシピを考えて下さった保健センターの栄養士さんの合図で調理をスタート。散らし寿司と具だくさ
んの擬製豆腐とかぼちゃの茶巾揚げと長芋とオクラのなめたけ和えとフルーツヨーグルトなど春らしいメニュ
ーです。食材は前日にグループの皆さんが買い出して揃えたものです。

当日参加したグループのメンバーは６名(会員は 1０名)でしたが、毎月一緒に調理をしているのでチー
ムワークはばっちり。きびきびと動きまわっているのが、印象的でした。障がい者の皆さんも、ガイド
ヘルパーの方やグループの皆さんが見守る中で得意分野の作業をしっかりこなして和あいあいと調理を
楽しんでいらっしゃるようでした。
障がい者の皆さんにはあらかじめ音声メールでレシピが伝えられおり、
「レシピはカロリ－計算もされ
ているから、うれしいです。月に１度皆さんに会っておしゃべりしながら食事をするのはとても楽しみ
ですよ」と口々におっしゃっていました。
おいしいお料理に会話も弾んで♫
グループの皆さんには、これからも新鮮でおいしい給食を一緒に作り続けてほしいですね。

第１４回

大人のためのおはなし会

～熊本地震のボランティア活動に行かれる方へ～
＊出発前にボランティア活動保険（天災タイプ）への
加入をお勧めしています。居住地及び勤務地の近隣の
社会福祉協議会でも手続きが可能です。

物語の世界を楽しんでみませんか？
時】５月２５日（水）
午前 10 時 30 分～12 時
【会 場】南コミュニティーセンター
２階 第一集会室
【問合せ】おはなしパレットみなみ
南図書館 ☎04-7125-7981
【共 催】おはなしパレットみなみ
南図書館
★申し込み・参加費不要

野田市ボランティアセンター取扱い時間
平日の午前 8 時 30 分～午後 5 時１5 分
☎ ０４－７１２４－３９３９

【日

第４回 野田マジッククラブ発表
会
結成１０年目をむかえました!

助 成 金 情 報
～みずほ教育福祉財団～
高齢者を主な対象に地域に根差した形で活動している
団体支援を目的として「老後を豊かにするボランティア
活動資金」の募集。
応募締切
平成 2８年５月３１日（金）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下さい。

【日

時】５月２９日（日）
開場１３：００ 開演１３：３０
【場 所】欅のホール(３階) 小ホール
【入場料】無料 (自由席)
【主 催】野田マジッククラブ
【問合せ】☎０８０-３０８４-８４９５(難波)

みんなで楽しむおはなし
会

【日

時】6 月１９日（日）
午後 1 時 30 分～3 時
【会 場】北コミュニティーセンター
１階 会議室
【問合せ】おはなしパレット北
☎04‐7127-4336（伊藤）
【共 催】おはなしパレット北
北図書館
★申し込み・参加費不要

おもちゃ病院 野田開院のお知らせ
＊野田公民館でも開院されるようになりました。皆さんの
ご利用をお待ちしています。
日にち
５/２１（土）

時 間
９：３０～１１：３０

岩木幼稚園

５/２２（日）

９：３０～正午

総合福祉会館

５/３１（火）

９：３０～正午

南部梅郷公民館

６/

９：３０～正午

関宿中央公民館

５（日）

場

所

６/１３（月）

１３：３０～１６：００

野田公民館

６/１８（土）

９：３０～１１：３０

岩木幼稚園

６/２６（日）

９：３０～正午

総合福祉会館

６/２９（水）

９：３０～正午

南部梅郷公民館

７/

９：３０～正午

関宿中央公民館

５（火）

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

