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個人ボランティアの年齢構成

   第 101 号（平成 29 年 1 月 15 日）

発行／社会福祉法人 野田市社会福祉協議会

   野田市ボランティアセンター

〒278‐0003 野田市鶴奉5－1(総合福祉会館内)
TEL 7124－3939  FAX 7124－8883

http://www.nodasyakyo.or.jp

E-mail:noda-vc@nodasyakyo.or.jp

◆開設時間 月曜～金曜 午前8：30～午後5：15
                                                     

明けましておめでとうございます
今年もよろしくお願いいたします

これからも皆さんに身近なボランティアセンターを目指していきたいと思います

「野田市手をつなぐ親の会」と「野田市社会福祉協議会」が共催で年３回実施している「じょいんと」。

春は参加者の皆さんにも、ボランティアの皆さんにも毎年大好評のイチゴ狩りです。地質標本館での化石

の見学もありますよ。

「じょいんと」は知的障がいのある方とボランティアの体験とふれあいのつどいです。

ボランティアが初めての方にも参加しやすい内容です。皆さんのご参加をお待ちしてまーす。

６０～７０代のボランティアの皆さん

が活躍しているよ。１０代はお休みを利

用して体験ボランティアをする方が多

いです。ボランティアの方法は何とーり

もあるよ。ボランティアセンターに相談

に来てね。大きく羽ばたく 1 年になり

ますように！

野田市ボランティアセンター登録状況

個人登録者数  266 人

団体登録数  100 団体（1,991 人）

平成 29 年 1 月 1 日現在

人

日 時・・２月１８日（土）
８：３０集合   １６：３０ 解散予定

集 合・・市役所１階ロビー
内 容・・知的障がいのある皆さんとボランティアのバスハイク

イチゴ狩り・地質標本館（下妻・つくば市方面）
人 数・・ボランティア２０名程度

参加費・・昼食代１，０００円 《申込み・お問合せ》

野田市ボランティアセンターまで

☎ ０４－７１２４－３９３９



地区社協ボランティアスタッフ懇談会 H28.12.14（水）、12.19（月）

「足繁く通いたくなるサロン運営の為に」～サロン等で取り入れられるレクリエーションの進め方～と題し、NPO

法人野田レクリエーション協会の方々を講師にお迎えして利用者の「やる気」を育み、支え合いの交流を生み出す

レクリエーション活用法をご講義いただきました。

「多世代間の交流のきっかけ」としてクラフト(折り紙)を「室内でできるレクリエーション」として野田カルタ、

ボッチャ、羽根っこ干支セトラを実際に体験しました。ここでは生徒の立場の地区社協ボランティアスタッフの皆

さんも、各々のサロンではリーダーです。少しでも多くのものをサロンに持ち帰ろう！という意気込みにあふれた

参加者の皆さんの表情は真剣そのものでした。皆さんの努力が実を結ぶといいですね。

一芸を持つことも
人を引き付けるに
は大切なこと！で
すね

兜ならサロンの
皆さんも折れる
ね♪

折り紙を使った駒づく
り。誰でも折れる兜 4
枚と綿棒で立派なコマ
に変身！

簡単に楽しめるゲー
ムを教えていただい
て良かった！室内で
も体を大きく動かせ
るゲームを大いに取
り組みたいですね♪

「野田カルタ」は地域のことがわかって
いいね。サイズも大きくて○
サイズも大きくて○。

恒例の秋のじょいんとを NPO 法人野田レクリエー

ション協会の方々と２０名のボランティアの方々の

ご協力のもと勤労青少年ホームにて実施しました。            

市の防災訓練の日と重なってしまったため、知的

障がいのある皆さんの参加が例年より若干少なかっ

たのですが、今年は６名の学生のボランティアにも

お手伝いいただいて大いに盛り上がりました。知的

障がいのある皆さんとボランティアがペアになり、

よさこいソーランや大玉ころがし、玉入れなどで盛

り上がり、心も体もあたたまりました。

また、一緒にパラリンピックの種目にもなったボ

ッチャやニュースポーツなどにもいろいろ挑戦して

楽しんでいるペアが多く見かけられました。皆さん

のニコニコ笑顔がいっぱいの秋のじょいんとでし

た。

個人登録ボランティアの皆さんの情報交換・交流を

目的としたボランティアサロン。今年も好評のバスハ

イクで１５名の参加者と共に前橋市にある群馬県社会

福祉総合センターを訪問し、最新の福祉用具や義肢製

作過程を見学しました。日ごろの活動で高齢者や障が

いのある皆さんと接する機会の多い個人ボランティア

の皆さんのお役に立てばと選んだ訪問先です。パラリ

ンピックの中継で見た義肢を実際に見て触って貴重な

体験が出来ました。

車中では自己紹介を兼ねて日ごろの活動の様子と思

い出に残るボランティア体験を語っていただき、大い

に盛り上がりました。

また、個人ボランティア最高齢(９１歳)の大塚正三

さんのハーモニカ演奏に皆さん感激でした！毎月２０

か所以上の高齢者施設でハーモニカ演奏やマジック

初めて見る義肢の製作現場に皆さん目を見張って！

ボランティアサロン H28.12.9（金） 秋のじょいんと H28.11.27（日）

披露しているとお聞き

してさらにビックリ！

まだまだやれる！と元

気をいただいた方が多

かったようです。

気の早いサンタクロース

も登場♪

玉入れは毎年盛り上がるね！



単発ボラ

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。障がいのある方と楽しく
チョコを作ります。

▲和楽久清水公園(清水)

―みんなで楽しむ冬のおはなし会―

日 時：１月２９日（日）13：30～15：00

場 所：北コミュニティ会館 集会室

定 員：40 名（先着順）5 歳以上の方

   申込み不要 参加費無料

   未就学児は保護者同伴でお願いします。

【日 時】2 月 5 日（日）13:00～15:00
【場 所】中央公民館 調理実習室
【持ち物】参加費 100 円

★のだネット「ゆったりカフェ」（鶴奉）

◆◆◆ボランティア募集◆◆◆

◆◆◆イベント情報・その他◆◆◆

お話し相手になって下さる方を募集
*月曜日又は土曜日の午後 （定期的に）
*時間は応相談

【申込み・お問合せ】

野田市ボランティアセンター

TEL ０４－７１２４－３９３９

記号説明 ★障がい者  ▲高齢者  ◆その他

日 時：２月１９日（日）

   ①12：30～ ②15：00～

   《どちらも開場は 30 分前》

場 所：ピアノプラザ 5 階 ピプラホール

入場料：1,000 円

―大人のためのおはなし会スペシャル―

―表現グループゆらぎ公演―
平岩弓枝「ちっちゃなかみさん」
池波正太郎「烈女切腹」

日 時：３月１日（水）10：30～12：00

場 所：南コミュニティ会館 2 階 第 1 集会室

語り手：藤井いづみ先生

（つくば、まめの木文庫主宰）

定 員：40 名(先着順) 参加費無料

２月４日より南図書館にて受付

小さなお子様はご遠慮ください。

①ミシンを使っての製品作成の補助をして下
さる方

＊月曜日～金曜日 各１名
10:00～15:00

②パンの製造・販売を含む
  ＊月曜日～金曜日 各 1 名

10:00～12:00
※ともに時間は応相談

共 催：野田市立北図書館
おはなしパレット北

問合せ：北図書館 ☎7129-8811

日 時：3 月 4 日（土）13：00～17：00

場 所：野田市中央公民館 1 階 講堂

内 容：日頃活動している演芸の発表

   オカリナ、ギター弾き語り、クラリネット、

津軽三味線、ハーモニカ、篳篥
ひちりき

、腹話術、

   落語、歌と踊り

入場料：無料

共 催：野田市立南図書館
おはなしパレットみなみ
おはなしグループ「ゆう」

問合せ：南図書館 ☎7125-7981

―第 7 回 野田市演芸ボランティア ―
仕出し屋発表会

問合せ：鎌田 ☎7125-5662

定期ボラ

主 催：表現グループ ゆらぎ
問合せ：三谷 ☎7124-5207

★あすなろ職業指導所

主 催：生涯ボランティアサークル ほのぼの会

共 催：公益財団法人興風会

後 援：野田市 野田市教育委員会

野田市社会福祉協議会

問合せ：ほのぼの会（亀原）04-7125-5273

    興風会館     04-7122-2191

―雲雀ハーモニカクラブ―
第六回発表会コンサート

日 時：2 月 18 日（土）13：30～（開場 13：00）

第１部 合奏及び独奏

第２部 特別出演 薮谷幸男先生

場 所：野田市中央公民館 1 階講堂

入場料：無料

問合せ：横田 080-1065-2465
  岩本 04-7125-0817
      090-1547-8261

―ほのぼの土曜市民講座―
活動弁士と朗読による

無声映画と野田民話を楽しむ

日 時：2 月 4 日（土）13：30～15：30（開場 13:00）

場 所：興風会館小講堂

定 員：100 名（先着順）参加費無料

定期ボラ



お邪魔しました
～野田市演芸ボランティア「仕出し屋」伊藤忠さん～

した

                                                             

  

       

活動中

おもちゃ病院 野田開院のお知らせ

警視庁音楽隊でクラリネットを担当。演奏歴は
50 年。退職後は、「野田市演芸ボランティア仕出し
屋」に所属し、市内福祉施設等で活躍中。

日時：２月 11 日（土）（建国記念日）
   11：00～
場所：イオンタウン野田七光台
   

ボランティアセンターってどこにあるの？

ボランティアセンターが街へ飛び出します。

気軽に声をかけてね。

サックスでクリスマスメドレーを
演奏中♫

ボランティアの芸人集団「仕出し屋」の調整役として活躍されている伊藤さん。ボ
ランティアセンターからの急な要請にもいつも快く対応して下さいます。調整のつか
ない時はご自身で訪問し、演奏して下さることも多く、ボランティアセンターにとっ
てとても頼りになる方です。

本日は「野田芽吹学園」の１２月のお誕生日会にお邪魔しました。奥様の用意され
た青いスパンコールのキラキラのネクタイが印象的なステージ衣装をばっちりと決
めた伊藤さんが颯爽と登場。訪問先の様子や季節等をふまえて選曲には気を遣ってい
らっしゃると伺っていたのですが、本日は童謡や懐メロや演歌に加え、ジャズのアレ
ンジが素敵なクリスマスメドレーでした。ちょっと心配されていたジャズのアレンジ
がうけて利用者の皆さんは手拍子をしたり、体を揺らしたりしてノリノリです。演奏
する伊藤さんの緊張もほぐれてこちらもニコニコ顔でいい感じです。プロの素晴らし
い演奏はジャズのライブハウスにいるような気分にさせてくれました。

演奏後、「現役を引退して練習を続けても、披露する機会がないのは寂しいのです。聴いてもらえて音楽は完了と
思っています。音楽を聴いてもらえて演奏する場があり幸せです。体力の続く限り無理なく活動していきます」とい
う力強いお言葉をいただきました。ボランティアセンターもこうしたボランティアの皆さんをしっかり後押ししてい
きたいですね。

日 時：3 月 12 日（日）１３：３０～１５：３０ （開場１３：00）

場 所：野田市役所 ８階 大会議室

内 容：手軽にできる防災・交通事故対策グッズ

講 師：白鳥ひさじ氏

   松戸市はつらつクラブ連合会 会長

主 催：野田市ボランティア連絡協議会

後 援：野田市・野田市教育委員会・野田市社会福祉協議会

問合せ：野田市ボランティア連絡協議会 （齋藤 ☎０９０－２４５７－１４５３）

手話通訳・要約筆記

磁気ループあり

入場無料

日にち 時 間 場 所

1 月 16 日（月） 9：30～12：00 野田公民館

1 月 21 日（土） 9：30～11：30 岩木幼稚園

1 月 22 日（日） 9：30～12：00 野田総合福祉会館

1 月 31 日（火） 9：30～12：00 南部梅郷公民館

2 月 5 日（日） 9：30～12：00 関宿中央公民館

2 月 12 日（日） 10：00～15：00 元気アップふぇすた

2 月 13 日（月） 9：30～12：00 野田公民館

2 月 19 日（日） 9：30～12：00 谷吉子ども館

2 月 25 日（土） 9：30～11：30 岩木幼稚園

2 月 26 日（日） 9：30～12：00 野田総合福祉会館

当日は先着で古切手を

使ったボランティアセ

ンター特製しおりの配

布があります♪

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


