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「

ボランティア体験」参加者
３つのコース

もうすぐ夏休み♪ですね！
学生のみなさん、今年の夏休みはボランティ
ア活動を通じて充実した夏休みにしてみません
か！ボランティアセンターでは今年も「夏休み
ボランティア体験」を開催いたします。
今年は、ボランティアセンターでハーモニカ
や生け花の体験を用意いたしました。
「これやっ
てみたい！」、「これならできるかな？」と思う
ものがありましたら、是非お申込みください！

◆すてきな音色で笑顔を
「ハーモニカ演奏ボランティア体験コース」
◆きれいな花で交流を
「生け花ボランティアの体験コース」
◆「その他の体験コース」（遊びの広場）

詳しくは次のページをご覧ください

夏休みだからこそできるボランティア体験
この機会に是非参加して有意義な夏休みに
しましょう♪
みなさんの参加をお待ちしています

【対

象】市内在住、在学の
小学生・中学生・高校生・大学生
【参 加 費】無料
【定
員】各コースによる（次ページ参照）
申込多数の場合は抽選になります
【申込締切】７月２８日（木）
【申 込 先】野田市ボランティアセンター
☎７１２４－３９３９

学生のみんな
集まれ～♪

ちょこっと

ボランティア講座

活 動 ４ 原 則
①

自発性・自主性

自分の意志で行います。
行うものではありません。

③

無償性

お金や対価をを得るため
の活動ではありません。お
金では得られない出会い、
発見、喜びや感動が得られ
ることが大切です。

②

ボランティア活動とは、自ら進んで行う無償の活動です。
いろんな人と係わり、誰もが人間らしく豊かに暮らせる社会
を目指し「自分にできること」を考え、行動することです。

公共性・連帯性

みんなが豊かに暮らして
いけるように、お互いに支え
合い学びあう活動です。

④

創造性・先駆性

いま、自分たちには何が
できるか、何が必要とされ
ているのかを考えながらよ
りよい社会をつくるために
活動します。

―活動の心構え―
◆自分にあった身の回りのことから手がけま
しょう
◆相手のニーズ（求めていること）にあわせて
活動しましょう
◆無理のない計画を立てましょう
◆約束は守りましょう
◆秘密は守りましょう
◆謙虚さも大切でしょう
◆安全対策・準備に十分配慮しましょう
◆宗教や政治活動とは区別しましょう
◆自分を成長させましょう

できる事から
無理なく始めてみよ

「夏休みボランティア体験」

今年も「夏ボラ」
やっています♪

小学生～大学生のみなさん、集まれ～！
「だれかのために」「自分のために」ちょこっと体験してみませんか！
*実施日時：８月１７日（水）午後１時～午後３時
*実施場所：障がい者福祉施設「野田芽吹学園」
*練 習 日：８月１日（月）、８月１２日（金）午後２時～午後４時（どちらか１日の参加でもＯＫ）
*練習場所：総合福祉会館・第３会議室
*内
容：ハーモニカ演奏を通じた福祉施設でのボランティア体験
*定
員：10 名
*対
象：市内在住・在学の小学１年生～大学生
*そ の 他：練習日への参加が必須となります！
ハーモニカはこちらで準備いたします（お持ちでしたらご持参ください）
上履き、水分持参。動きやすい服装で
*協力団体：ボランティアグループ「雲雀ハーモニカクラブ」

*実施日時：８月２５日（木）午前９時～午前１１時
*実施場所：特別養護老人ホーム「松葉園」
*内
容：生け花を通じた福祉施設でのボランティア体験
*定
員：５名
*対
象：市内在住・在学の小学１年生～大学生
*そ の 他：エプロン、上履き、水分持参。動きやすい服装で
*協力団体：ボランティアグループ「花あそび松清会」

*日

時：８月 2７日（土）午前 10 時～午後 3 時（雨天時は 8 月２８日（日）に日程変更）

*場

所：みずき公園 (みずき小学校の前)

*内

容：ボランティアグループ「子どもの未来ネットワーク」主催による子ども向けイベント
のお手伝い

*募集人数：10 名
*対

象：市内在住・在学の中学１年生～大学生

*そ の 他：動きやすい服装、運動靴、水分持参。暑さ対策が必要になります

＊申込み締切り

７月２８日（木）

(応募者多数の場合は抽選となります)

申込み・お問合せ
野田市ボランティアセンター
（野田市社会福祉協議会内）
電話 ７１２４－３９３９

【申込み・お問合せ】
野田市ボランティアセンター
TEL ０４－７１２４－３９３９

◆◆◆ボランティア募集◆◆◆
定期ボラ

▲野田ライフケアセンター（野田）

記号説明
定期ボラ

・習字の指導をしてくださる方

▲高齢者施設

★障がい者

▲養護老人ホーム
野田市楽寿園（鶴奉）

・習字クラブの指導をしてくださる方
（入居者５名程）

＊月１～２回程度
＊月～土曜 13：00～15：30 の間で応相談

＊月２回程度
（できれば第１月曜か第３月曜にできる方）
＊９：00～１１：00 の間で１時間程度(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）
、花の植付け等を
してくださる方

定期ボラ

▲デイサービスセンター鶴寿園（鶴奉）
・お話し相手やお散歩の付添い等
レクリエーションの手伝い

＊月～土曜 月２～３回
１回１時間～２時間程度

＊曜日・時間は応相談
（11：30～１２：30 は除く）

＊曜日・時間は応相談

単発ボラ

★ゆったりカフェ（鶴奉）

定期ボラ

▲ケアハウス野田（上三ケ尾）

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」を開催しています。
今回はゲーム大会です。

・ケアハウス内の体操クラブにて高齢者の体操
をレクチャーしてくださる方
＊水曜か金曜 9：30～10：30

【日
【場
【内
【定

・ケアハウス内の書道クラブにて書道の指導を
してくださる方
＊月１～２回
曜日・時間は応相談

時】８月７日（日）13:０0～15:00
所】野田中央公民館 学習室
容】障がいのある方々とゲーム大会
員】２名

◆◆◆イベント情報・その他◆◆◆
田澤雄作

災害救援ボランティア講座

講演会

―メディアにむしばまれる子どもたち―
小児科医からの警鐘と
回復への希望のメッセージ
日

時：９月２３日（金）１３：３０～１５：００

場

所：南コミュニティ会館

定

員：８０名

受

付：８月２８日（日）１０：００～

中ホール

参加費無料

南図書館カウンター
または☎７１２５－７９８１
共催：おはなしグループ「ゆう」
お話しパレットみなみ
野田市立南・北・せきやど図書館
協力：おはなしパレット北
おはなしボランティアにじの会

日

時：８月１４日（日）、２０日（土）、２１日（日）
９:００～１７:００
８月２１日（日）は公開講座（無料）です
１４:４０～１６:１０
「地震災害～正しい知識と備え～」
会 場：東京大学地震研究所（文京区）
本所防災館（墨田区）
定 員：５０名（定員になり次第〆切）
受講料：学生 10,000 円
一般 15,000 円（教材費・保険料等）
認定書：セーフティーリーダー認定書（災害救援ボ
ランティア推進委員会より交付）、上級救命
技能認定証（東京消防庁より交付）
申込み・お問合せ
災害救援ボランティア推進委員会
☎０３－６８２２－９９００
（９：３０～１７：００ 土日祝日を除く）
http://www.saigai.or.jp/

お邪魔しました

活動中

～おひさまといっしょに～

“おひさまといっしょに”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事を目
的に開催しています。

大人気のパン食い競争

悠雅に♪フラダンス

6 月１８日（土）に関宿総合公園体育館で開催された、第 4２回“おひさまといっしょに”にお邪魔しました。障がい者団体、ボラ
ンティア団体、小中学生等合わせて 1,000 人を超える人が参加し、大変な熱気でした。体育館内はメインアリーナとサブアリーナの
2 区画があり、メインアリーナでレクリエーション、サブアリーナで「おひさまコーナー」と銘打ったバザーを開催していました。
大会は二川小学校吹奏楽部のすばらしい演奏でスタート。演奏に合わせ入場行進する障がい者施設、団体
代表者の顔はみなさん誇らしげです。レクリエーションは「大玉運び」や
「パン食い競争」などの競技の他、「よさこいソーラン」や「フラダンス」
といったボランティア団体の方が主体となって進めるプログラムも
ありました。ボランティアの「みなさんいっしょにやりましょう！」
の掛け声のもと、大いに盛り上がっていました。最後のプログラムは参加者
全員で手話コーラス。曲目は「手のひらを太陽に」で“おひさまといっしょに”
毎年恒例のプログラムだそうです。
前日の準備から当日はもちろん、後片付けまでたくさんのボランティアのご協力で開催される「おひさまといっしょに」です。
障がいのある人もない人も、楽しめるように。との思いを一つに、ボランティアもレクリエーションに参加されたみなさんの笑顔
もおひさまのように輝いていました。
参加された団体のひとつにお話を伺いました。「楽しい時間を過ごす事ができました。日ごろなかなか交流できない方々と接す
る事で、私たちも元気をもらい楽しく躍らせていただきました。呼びかけにも大勢参加してくださり嬉しく思います。みなさん素
直で素敵で、明るく競技に参加されている姿は微笑ましかったです。」との感想も寄せられました。
たくさんのボランティア、関係者のご協力で大成功の「おひさまといっしょに」でした。

助 成 金 情 報
ボランティア・サロン♪のご案内
今年度のボランティア・サロンのご案内です♪
恒例となりましたボランティア・サロン。みなさ
んにお会いし、お話を伺うことを楽しみにしており
ます。（行き先は未定ですが…）
取り急ぎ、日程のご連絡です。スケジュールを空け
ておいてください(^^)

１２月９日（金）

おもちゃ病院 野田開院のお知らせ
７/１６（土）
７/１８（月）
祝日

時 間
９：３０～１１：３０
１０：００～

場

所

岩木幼稚園
野田公民館
まめっこフェスティバル

７/２４（日）

１３：００
９：３０～１２：００

７/２９（金）

９：３０～１２：００

南部梅郷公民館

８/

７（日）

９：３０～１２：００

関宿中央公民館

８/１４（日）

９：３０～１２：００

谷吉子ども館

８/１５（月）

９：３０～１２：００

野田公民館

８/２８（日）

９：３０～１２：００

総合福祉会館

８/３０（火）

９：３０～１２：００

南部梅郷公民館

お問合せ

久保

申請期間

平成 2８年７月１５日（金）必着

お問合せは申請窓口へ
社会福祉法人千葉県共同募金会（担当：西原）
〒260-0026 千葉市中央区千葉港 4-3
千葉県社会福祉センター２Ｆ
ＴＥＬ：043-245-1721
ＦＡＸ：043-242-3338

総合福祉会館

野田市ボランティアセンター☎7124-3939
おもちゃ病院 野田

―助成対象事業―
高齢者・心身障がい児（者）に対するボランティ
ア活動に直接必要な器材の整備

申請書類などは下記ホームページからダウンロー
ドしてください。
ＨＰ（http://www.akaihane-chiba.jp/）

楽しんでいただけるよう思案中です

日にち

公益財団法人
車両競技公益資金記念財団

☎7120－1228

総合福祉会館休館日のお知らせ
８月 ８日（月）… 害虫駆除
１２月２９日（木）～
平成２９年１月３日（火）年末年始休館

暑中お見舞い申し上げます
暑さが厳しくなってまいりました
みなさんご自愛ください

