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◆開設時間

♬

月曜～金曜 8:30～17:15

集まれ！ボランティアの皆さ～ん！

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集いです。当日は屋内レクリ
エーションを行います。知的障がいのある方とペアを組んでいただき、
見守りやサポートをお願いします。共に軽スポーツを楽しみましょう。
きっと素敵な笑顔に出会える 1 日になりますよ。皆さんの参加をお待ち
していまーす。

日
場
内

時・・１１月２７日（日）
１３：３０～１６：００
所・・野田市勤労青少年ホーム体育室
容・・大玉ころがし、玉入れ、スプーン
レース、ニュースポーツ、よさこい
ソーラン、魚釣りゲームなど
★動きやすい服装、上履き持参でね！

頑張って～！紅白対抗大玉ころがしに大声援！

お問合せ：野田市ボランティアセンター
０４－７１２４－３９３９

のじょいんと トモエ乳業工場見学＆
陶器の絵付け体験に行ってきました♪
７月３０日は、夏の太陽が照りつける暑い１日でした。
午前中は古河市にあるトモエ乳業の工場見学。可愛い牛のオ
ブジェのお出迎えに気分もあがります。牛乳の出来る工程に加
え、併設の博物館では牛飼いの使う大きなホルンや昔の哺乳瓶
等も見られて貴重な体験が出来ました。見学の終わりにいただ
たくさんの牛乳製品 いた出来立ての牛乳は冷たくておいしかったです。皆さん満足
にびっくり！
そうな笑顔でした♪
午後はネーブルパークで陶器の絵付け体験に挑戦。参加者とボランティアがペア
になって相談しながら 1 枚のお皿に絵付けです。世界に１つだけの作品が出来て
皆さん嬉しそう。１か月後に焼きあがりが届くのが楽しみですね。
暑さにも負けず、パーク内のフィールドアスレチックを楽し
んだペアあり、道の駅で相談しながらお土産を選んでいるペア
あり、ソフトクリームを食べつつ仲睦まじく一息ついているペ
アもありました。また、「秋のじょいんと」でお会いしたいで
すね。
皆でワイワイ楽しく絵付け♬

皆さんの原稿大募集！
次号で記念すべき 100 号を迎え
るボランティア通信。あなたのボ
ランティア活動にまつわるいい
お話しを募集します。あなたが
（個人でも団体でも）ボランティ
ア先で体験した喜びを皆さんと
分かち合いませんか？
文章でもお写真でもＯＫです。
お問合せ

野田市ボランティア
センター
☎04-7124-3939

夏休みボランティア体験とは？市内在住・在学の学生に夏休みを利用して、ボランティア体験をしていただき、
福祉というものを身近に感じてもらおうという企画です。今年は野田市ボランティアセンターに登録されている
ボランティア団体にご協力をいただき、学生の皆さんと一緒に福祉施設へ行ってきました。

◆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」
8 月 17 日(水)実施

キラキラ星、大きな古時計、どんぐりころころ等
力いっぱい１９曲を吹き切りました！

指定障がい者支援施設である「野田芽吹学園」の８月の
お誕生会にて上記体験を実施しました。小学生から高校生
と幅広い年代の学生さんが参加してくれました。
参加者は学校の音楽の授業でハーモニカを習うことが
なく、今回が初めてという方がほとんどでしたが、事前に
「雲雀ハーモニカクラブ」の皆さんと２日間みっちり練習
を行い、本番に備えました。
当日は練習の成果が実り、台風を吹き飛ばすような元気
な音色が会場に響き渡りました。
演奏の後、居室、食堂、作業場等
ゴミ拾いの様子
自然観察も熱心に！
を見学させていただきながら施設
手話体験の様子
手話体験の様子
の方のお話に耳を傾ける姿は真摯
かつ熱心でとてもさわやかでした。

◆きれいな花で交流を
「生け花ボランティアの体験コース」
8 月 25 日(木)実施
特別養護老人ホーム松葉園にて上記体験を実施しまし
た。当日「花遊び松清会」の皆さんに中学生から大学生
の参加者が同行させていただき、ご指導を受けながら生
け花を生ける利用者の方のお手伝いをしました。
この日のお花は季節感たっぷりの黄色い姫ひまわりと
紫のリンドウを基調にしたアレンジでした。
利用者の方に寄り添い、優しい笑顔で語りかけながら
サポートするやり方を「花遊び松清会」の皆さんから学
びました。お花の華やかさに加えて学生の皆さんのとび
っきりの笑顔で松葉園のお部屋はより一層明るくなった
ようです。
施設の方に見せていただいた最新式の器械入浴設備に
は皆さんびっくり。傾聴タイムでは初の老人ホームでの
ボランティアで利用者の方とどんな会話をしたらよいの
か戸惑いつつではありましたが充実した時間が過ごせた
ようでした。

食堂の献立に興味深々！

お花の力は絶大ですね！

◆「その他の体験コース」「遊びの広場」8 月 27 日（土）実施
今年で１５回目を迎えた「遊びの広場」。子どもたち向けの遊びのイベントのお手伝いとい
う気軽さと受け入れ団体である【子どもの未来ネットワーク】のスタッフの皆さんの温かな受
け入れ体制で、今年も５人の学生さんが参加し飲み物の販売や物作りのグループのお手伝いを
分担し、イベントを大いに盛り上げてくれました。
◆体験者の感想 ◆

和気藹々と販売のお手伝い♪

・信頼関係を築くためにはコミュニケーションが重要だという事を改めて実感した。
・入居者の人たちが安心して過ごせる環境があるのはスタッフさん達が一人一人に合った介護を提供したいという思
いや努力があるから素敵な場所が提供できているんだなと感じました。貴重な体験をさせていただきありがとうござ
いました。
・入居者の方の話が聞き取れなくて困った。
＊受け入れ施設の皆さん、ご協力いただいたボランティア団体「雲雀ハーモニカクラブ」、
「花あそび松清会」、
「子ども
の未来ネットワーク野田」の皆さん、貴重な体験の機会を与えて下さり、ありがとうございました。

第 15 回
ボランティアさん同士の情報交換・交流の場「ボランティアサ
ロン」は 12 月 9 日（金）に開催決定！行き先はただ今検討中で
す。詳細は 11/15 日号のボランティア通信でお知らせします。
皆さんのご参加をお待ちしています♪
お問合せ・お申込み 野田市ボランティアセンター
☎７１２４－３９３９

とき

11 月 19 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

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

単発ボラ

★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
＊芝刈り、庭木の剪定、プランターへの花植え等
日時：① 10 月 12 日（水）9:00～11:30
② 10 月 22 日（土）9:00～11:30
その他 *鎌、ヘッジトリマー、刈払機等の用意あり
*利用者と共に昼食の用意あり
*タオル、軍手、運動靴を持参

０４－７１２４－３９３９
▲高齢者施設

★障がい者

★県立野田特別支援学校（鶴奉）

文化祭（のだ特フェスタ）のお手伝い募集
＊生徒の付き添い、用具の出し入れ
の片づけなど

各会場

日時：11 月 12 日（土）8:30～16:00 頃
人数：15 名程度
その他*動きやすい服装で黒系統のもの
*上履き、飲み物持参

定期ボラ

▲デイサービス

かたらい

手話でお話し相手をして下さる方を募集

定期ボラ

こ こ ろ

★放課後等デイサービス cocoro
発達障がい児童の通う学童でのボランティア募集
＊子どもとの交流(主に遊び相手)
＊イベント時のお手伝い(英会話、体幹トレー
ニング、お菓子作りなど)

定期ボラ

*日時：月～金

15:30～17:30

土・祝・長期休み 9:00～17:30

子ども館まつり
ボランティア
募集中
中央子ども館
10 月 8 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～20 歳代の方

谷吉子ども館
10 月 23 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～

うめさと子ども館
10 月 29 日（土）11:30～16:00
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
高校生以上

*毎週水曜日の午後 1 時間ぐらい
*時間は応相談
定期ボラ ▲あずみ苑グランデ柳沢

「体操」を教えて下さる方を募集
*30 分～1 時間程度
*曜日・時間は応相談
*内容はお任せします

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

七光台子ども館
10 月 8 日（土）9:30～15:30
動きやすい服装、運動靴で
上靴、帽子、タオル、飲み物持参
軽い昼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）

関宿子ども館
10 月 29 日（土）12：30～15:30
動きやすい服装、運動靴で
上靴、タオル、飲み物持参

山崎子ども館
11 月 5 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

活動中

いっこく堂さんにあこがれいつの日にか腹話術に取り組みたいと考えていた
木村さん。3 年間の準備期間を経て、38 年間の教職を退職された後、腹話術
とマジックでボランティア活動を開始。「みー先生のおかしな世界」と題し仲
間のパペットともに施設訪問を行っている。

お邪魔しました

～みー先生～
息がぴったりの二人♬

当日は障がいのある方の保護者会で公演されているところにお邪魔しました。みー先生もパペットた
ちにおとらない派手なカツラで登場！ダジャレ連発のパペットたちとの見事な掛け合いに会場は笑いに
包まれていました。マジックや替え歌を取り入れ面白おかしく、ちょっぴり不思議な世界に引き込まれ
とっても楽しい時間が過ごせました。

今年の夏休みは野田市内 2 か所の学童にも訪問していただきました。腹話術の合間に替え歌を披
露して下さり、指にかけるゴムを使ったマジックを教えていただいた後、ゴムをプレゼントされて子
ども達は大喜びだったとの事です。これからもどんどん活動の幅を広げてほしいですね。
カラフルなカツラが素敵！

ヴォーカル・デュオ「ジャムとコッペパン」
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。
今月は一挙に 4 グループが登録！うれしい限り
です。
ラ

ハンドベルクワイヤ

ル

ゴ

Larugo

Largo という名前には「ゆっくり、ゆっくりと、
幅広く」という思いが込められています。結成 18
年。現在秋葉啓子先生ご指導の下、4 オクターブ
（50 個）のベルリンガー12 名で分け合って演奏
しています。
野田市文化祭の参加、施設などへのボランティア
活動、Xmas コンサートの
開催。皆で一つものを作り
上げる楽しさ、喜び、難し
さを感じながら、色々なジ
ャンルの曲に挑戦中です。

小さな子どもから、おじいちゃん、おばあち
ゃん、みんなに親しまれるジャムとコッペパン
のようになりたい！
懐かしの童謡・唱歌から最
新のミュージカルまでなん
でもござれ！リクエストを
お待ちしています。
笑顔が素敵なデュオ！

よたろう楽団
音楽がとにかく大好きな年の差夫婦が、演奏活
動にお邪魔します！ハーモニカ、サックス，ピア
ニカ…楽器はこれから増え
るかもしれません！施設、病
院、学校 etc。どこにでも伺
います！(応相談)皆さんで楽
しい時を過ごしましょう！
音楽が大好きなお２人♬

ハンドベルクワイヤ Largo のメンバー

「おもちゃ病院 野田」開院のお知らせ
こと

箏と歌・なごみ会

日にち

箏と歌で皆さんをなごませたいと活動するグル
ープです。3.11 の震災の後、一曲の歌の持つ力のす
ごさに感動し、懐かしい日本の童謡を箏の生演奏と歌
で、人々を笑顔にしたいと発起。平成 25 年結成。主
に童謡、ポップス、叙情歌等、要請先に合わせて選曲
しています。
誰かの為にするから。練習の
後に見えるものは、清々しいで
す。
なごみ会のメンバー

総合福祉会館臨時休館日

時

間

場

所

９月２５日（日）

9:30～12:00

総合福祉会館

９月２９日（木）

9:30～12:00

南部梅郷公民館

１０月

２日（日）

9:30～12:00

関宿中央公民館

１０月

４日（火）

9:30～12:00

野田公民館

１０月

９日（日）

9:30～12:00

谷吉子ども館

１０月１５日（土）

10:00～15:00

リサイクルフェア―（市役所）

１０月２３日（日）

9:30～12:00

野田市総合福祉会館

１０月３０日（日）

9:30～12:00

南部梅郷公民館

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

＊10 月３１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

