
「ボランティアをやってみようかな？」

「ボランティアに興味がある！」

「こんな特技がある！」など…。

そんなあなたはぜひボランティアセンターに登録を！

空いているお時間にボランティア活動をしませんか。

もちろん、個人登録の方も保険が適用されるので安心

して活動できます。下記の“おひさまといっしょに”

からボランティアデビューしてみませんか♪
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はじめてみよう！！ボランティア

“おひさまといっしょに” 個人ボランティア募集

日 時：平成２９年６月１７日（土）

場 所：関宿総合公園体育館

時 間：１０時００分集合  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

締切り：４月２８日（金）

“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います。
来年度で４３回目を迎えます。

申し込み・問合せは

ボランティアセンターまで

☎７１２４－３９３９

“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。

何かしたいな！
できるかな？

そんな時は・・・

ボランティア個人登録のすすめ！ボランティアグループ登録のすすめ！

現在、野田市ボランティアセンターには、技能提供、

地域福祉、障がい者、高齢者、国際交流、子ども、特技

を生かした訪問活動など、様々な分野で100のボランテ

ィアグループが登録し、活動されています。

グループのボランティア先についてはボランティア

センターでもご紹介いたします。また、ボランティアグ

ループとして登録するとボランティア保険がメンバー

の皆様に適用され、ボランティア活動中の事故やけがに

対応します。保険料の負担は野田市ボランティアセンタ

ーで負担いたします。特技や趣味を生かしボランティア

グループとして地域で活躍してみませんか？

こんな事が
できるわ！

会場の様子

趣味を生かして楽しい

ひと時を一緒に過ごし

ましょう♪



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。「今年は日照が良く
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。甘くてとっても美味しいイチゴでした。

イチゴ狩りの後は、つくば市にある「地質標本館」の見学に行きました。アンモ
ナイトの化石、色々な鉱物の展示などを見学し、地球の誕生から現在までの地球の歴史を知ることができました。

今回の「じょいんと」には、早くからたくさんの参加のお申し込みをいただき
ました。初参加のボランティアの方の申し込みもあり、じょいんと仲間が増える
ことが嬉しく思います。ありがとうございました。バスの座席の都合や、参加者
の男女の比率によってご参加をお断りするケースもございました。ご希望に沿え
ず申し訳ございませんでした。「じょいんと」は、夏、秋、春と年に３回実施して
おります。ぜひ、次回の「じょいんと」にもお申込みいただけたら幸いです。セ
ンター職員も、普段お電話でお話しをする事が多いボランティアの皆さんとお会
いでき、一緒に活動できる「じょいんと」を楽しみにしております。

※「じよいんと」とは…知的障がいのある皆さんとのボランティア体験とふれあいの集いです。

◆◆◆ボランティア募集◆◆◆ 記号説明 ▲高齢者施設★障がい者■その他

定期ボラ ▲あずみ苑清水公園（柳沢新田）

【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

１０人～１５人くらいの利用者に音楽療法を行っ
てくださる方

＊平日の１４時より３０分～１時間程度

＊内容・活動日・時間・回数などは応相談

定期ボラ ▲デイサービスセンター鶴寿園（鶴奉）

＊１１時３0 分～1２時３0 分は除く時間帯で

＊曜日・時間は応相談

定期ボラ ★はーとふる ひばり（船形）

＊月曜～金曜 ８時３0 分～1１時
＊曜日は応相談

■キッコーマン総合病院（宮崎）定期ボラ

施設内の庭の手入れ

来院された方の案内
受付機械操作のお手伝いなど

◆◆◆ その他・ボランティアセンターから ◆◆◆

お話し相手やお散歩の付き添いなどレクリエーション

のお手伝いをしてくださる方

行ってきました♪春の「じょいんと」 ―報告―

み
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施設内の庭の草取りなど庭の手入れをして
くださる方

＊４月から 10 月までの期間

＊土日を除く、９時～午前中の時間帯

＊土日を除く、夕方から１８時頃までの時間帯

＊月に１回～２回程度

＊鎌・軍手があればお持ちください

受付ボランティア

日常生活のお手伝い

音楽療法

■東京２０２０オリンピック・

パラリンピック

その他

千葉県でも、大会開催時に会場周周辺・主要駅など

で「おもてなし」を行う都市ボランティアを募集しま

す。（募集時期は 2018 年夏以降を予定）

問合せ：千葉県環境生活部
県民生活・文化課県民活動推進班

ＴＥＬ：０４３－２２３－４１４７

ちばボランティア情報局 で 検索

ボランティアセンターからありがとう

今年度もたくさんのボランティアの登録をあり

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に

ご活躍いただきました。毎年登録の人数が増えてお

り、皆さん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、センター

一同努めてまいります。



お邪魔しました

日にち 時 間 場 所

３/１８（土） ９：３０～１２：００ 岩木幼稚園

３/２６（日） ９：３０～１２：００ 総合福祉会館

３/２９（水） １０：３０～１５：００ 南部梅郷公民館

４/ ２（日） ９：３０～１２：００ 関宿中央公民館

４/ ９（日） ９：３０～１２：００ 谷吉子ども館

４/１０（月） ９：３０～１２：００ 野田公民館

４/２２（土） ９：３０～１２：００ 岩木幼稚園

４/２３（日） ９：３０～１２：００ 総合福祉会館

４/３０（日） ９：３０～１２：００ 南部梅郷公民館

～ カ・フラ・オ・イリマ・アロハ～

                          

                          

                          

                          

                          

  

                          

                          

                        

  

活動中

イプという楽器 プーイリという楽器

おもちゃ病院 野田開院のお知らせ

お問い合せ

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

アロハ～♪で明るく楽しく！
をモットーに活動しているフラダンス
グループです。

手をつなぐ親の会・学齢部の保護者の方のお疲れ様会にお呼ばれのところにお邪魔させていただきました。

アロハ～♪と元気な声で素敵な衣装で登場した皆さん。お客さんもアロハ～！と、会場は一気にハワイアンの雰囲

気に。お客さんを盛り上げてから、少しフラの説明を。と、引き込み方も上手です。フラの手の動きには、手話のよ

うに１つ１つ意味があるそうです。太陽、波、風、花、星などなどなど。「歌の言葉が分らなくても、手の動きで何

の事を言っているのか分ります。手の動きを少し知ってもらえると、踊りの見方も広がります。そんな楽しみ方もあ

りますよ」と代表のお話しからスタート。優雅な踊りや楽器を使った踊り、何着もの衣装チェンジにと内容は盛りだ

くさんです。お客さんも、一曲振り付けを教えてもらい一緒に踊りました。最後には代表の方のウクレレ演奏に合わ

せての合唱もあり、会場は一体感に包まれました。

「活動中は、訪問先の方々に喜んでもらえる事が一番と思っています。仲良く、楽しく、笑顔でをモットーに活動し

ています。自分が楽しまないと相手を楽しくさせられないわよね。練習で集まったり、メンバーと楽しく過ごす事も

ストレス解消で楽しいのよ。相手に喜んでもらうためと言いつつ、自分のためになっているのよね」と。披露後に素

敵な笑顔でお話しをしてくださいました。

素敵な衣装で優雅に

―みずほ教育福祉財団―
「老後を豊かにするボランティア活動資金」

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２９年 5 月３１日（水）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。

◇助 成 金 情 報◇

地域に根ざした福祉活動を展開しているグループが、

活動の幅を広げるための支援をしています。

福祉にとって厳しい時代だからこそ、「わかば基金」

は地域に芽吹いた活動をもっと応援していきます。

応募締切 平成２９年３月３１日（金）必着

https://www.npwo.or.jp/info/2791

応募要領・申請書は上記のＨＰからダウンロードしてく

ださい。

ＮＨＫ厚生文化事業団 主催

ボランティアグループや

NPO の活動を応援します

―わかば基金―地区社協広報紙コンクール開催

最優秀賞 福田地区社協

優 秀 賞 宮崎・柳沢地区社協

     東部地区社協
      

    福田地区

  東部地区  宮崎・柳沢地区



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２９

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＞
野田市ボランティアカード（個人更新用）

ふりがな ふくし    はなこ □男   ☑ 女

氏 名

福 祉  花 子
年齢   50 歳

住 所 〒278-0003   野田市鶴奉５－１

連絡先

 ７１２４－３９３９ ＦＡＸ         同左・無

携 帯：○○○-○○○-○○○

メール：○○○○○＠○○○.jp
好きな事

得意な事

資格

パソコン、絵手紙、編み物、囲碁、将棋、習字

活 動 状 況

活動日 活動内容 活動先

毎週木曜日

第２土曜日

10:00～0:00

〇月×日

△月〇日

ひのきの会（昼の部）の活動

シーツ交換、話し相手

夏まつり手伝い

文化祭手伝い

中央公民館

〇〇ホーム

△△園

××○○学校

☑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

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

になりました。

主な移動手段  ☑車 □自転車 □バス □電車 □徒歩

ボランティア通信の送付         ☑ 要        □ 不要

グループにも加
入している方は
グループ名も
記入。

２９年度

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。

「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。

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。

ボランティア調整の
際、参考にさせてい
ただきます。

該当する欄にチェッ
クをお願いします。

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。

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２９年度のボランティア登録の手続きをお願いします。

＊登録期間  平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日

＊締 切 日  平成２９年４月２８日（金）必着

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。


