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ボランティアは相手との信頼関係で
成り立っています。無断で休んだり、遅
刻をしないようにしましょう。活動中に
知った個人的な事はぜったいに他の人
に話してはいけません。

約束・秘密はぜったいに守る 相手の気持ちを考えてみる

せっかくの活動も相手が望んでい
なかったら迷惑と思われてしまうかも
しれません。相手ができることはじっと
見守る事が必要なこともあります。接
する相手の気持ちを考えましょう。

元気と笑顔を心がける 無理をしない無理をしない

「 休みボランティア体験」参加者募集

もうすぐ待ちに待った夏休み♪ですね。

学生の皆さん！今年の夏はいつもと違う夏休みにしてみませんか。

ボランティア体験デビューの夏、ボランティアセンターがお手伝い

します。

ボランティア

デビュー♪

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３つの体験コース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！

    

◆「中央の杜で自然観察と

クリーンボランティア体験コース」

◆「高齢者疑似体験コース」

◆「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

３つのコース

皆さんに会える

のを、楽しみにし

ているわ

～ボランティアの心がまえ～
ボランティア活動は、自ら進んで行う無償の活動です。
この心がまえを参考に自信を持って活動に臨んでください。

わからないことは聞く

ハキハキニコニコとした受け答えは
気持ちの良いものです。緊張している時
こそ大きな声、笑顔で挨拶しましょう。

やる気はあっても、無理があっては続
けられません。最初は少しずつ、「細く
長く」がコツ。自分には難しい事を頼ま
れた時ははっきり断る事も大切です。

はじめてでも安心！

最初は分からない事ばかりです。自
分の判断だけで行動せずに分からない
事があったら恥ずかしがらずに質問しま
しょう。

ボランティアを

や っ て み よ う

かな

【対  象】

【参 加 費】

【定  員】

【申込締切】

【申 込 先】

市内在住、在学の
小学生・中学生・高校生

・専門学生・大学生
無料

各コースとも１０名
申込多数の場合は抽選

７月２７日（木）
野田市ボランティアセンター

☎７１２４－３９３９



【日  時】８月２３日（水）１０：００～１２：００

【場  所】総合福祉会館３階第２会議室・市内（総合福祉会館付近）

【内  容】高齢者施設「野田ライフケアセンター」ボランティア担当者による講話及び高齢者

疑似体験セットを着用して屋外で体験する高齢者疑似体験

【募集人数】１0 名

【対  象】市内在住・在学の小学生・中学生・高校生・専門学生・大学生

【そ の 他】小学生の方は保護者の送迎が必要（雨天時はレインコートを持参）

【日  時】８月 2６日（土）１０：００～１５：００（雨天時は 8 月２７日（日）へ延期）

【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】中学生・高校生・専門学生・大学生

【そ の 他】動きやすい服装・運動靴・水分・暑さ対策が必要

きっと新しい発見ができるボランティア体験をしてみませんか

【日  時】８月１日（火）９：００～１１：００

【場  所】総合福祉会館２階第１会議室・中央の杜（市役所敷地内）

【内  容】ボランティアグループ「なかよし自然隊」による講話及び中央の杜での自然観察や

ゴミ拾い等のエコ体験

【募集人数】10 名

【対  象】市内在住・在学の小学生・中学生・高校生・専門学生・大学生

【そ の 他】長ズボンと運動靴を着用のうえ軍手・帽子・水分・タオルを持参

    小学生の方は保護者の送迎が必要（雨天時はレインコートを持参）

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

「夏休みボランティア体験」
小学生～大学生の皆さん、集まれ～！



◆◆◆ボランティア募集◆◆◆
記号説明 ▲高齢者施設 ★障がい者 ■子ども ◇その他

【申込み・お問合せ】

野田市ボランティアセンター

TEL ７１２４－３９３９

▲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

・レクリエーションの手伝い

定期ボラ★ゆったりカフェ（鶴奉）

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。

単発ボラ

【日 時】８月６日（日）
１３：００～１５：００

【場 所】野田中央公民館 会議室
【内 容】障がいのある方々とのゲーム大会
【定 員】２名    

◆◆◆その他◆◆◆

◇学習支援「ひまわり学習会」
定期ボラ

学習環境に恵まれない子ども達の学習を支援

しています。

★はーとふる ひばり (船形)定期ボラ

施設内の庭の草取りなど庭の手入れをして

くださる方を募集。                  

＊4 月～10 月までの期間

＊土日を除く、9：00～午前中の時間帯

＊土日を除く、１６：００頃～18：00 頃

までの時間帯

＊月に 1～2 回程度

＊鎌・軍手があればお持ち下さい

教室：野田公民館 土曜日

月４回（無料）

内容：小学/国・算  中学/国・数・英

  小４～中３（中３は５教科指導）

①お子さんの学習にご心配な保護者の方下記へ

ご連絡ください。※個人情報は厳守します

②ボランティア講師を募集しています。

学習支援に熱意と自信のある方。

①、②とも問合せは下記へ

佐々木 TEL ７１２９－２４３８

単発ボラ ■中央子ども館（鶴奉）

「おひさまいっぱいまつり」（子ども館ま

つり）のお手伝いをしてくださる方。

工作コーナー、遊びコーナー、受付など

のお手伝いをお願いします。

【日 時】９月１６日（土）

１２：３０～１７：３０

◇東京２０２０オリンピック・

パラリンピック（ボランティア関連情報）

千葉県でも、大会開催時に会場周辺・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

T E L：０４３－２２３－４１４７

◇２０２４年パラリンピックに向けて

ボランティア講習会の案内

U R L:https://www.pref.chiba.lg.jp/

kkbunka/npo/oripara.html

U R L：http://parasport-sailing.jp

2024 年パラリンピック競技復活のため、セ

ーリングを習い、ボランティアに参加しません

か。参加申し込みが必要です。詳しくは下記へ

お問合せください。

問合せ：特定非営利活動法人

日本障害者セーリング協会（PSAJ）

メール：khc03073@nifty.com

※2024 年パラリンピック競技大会で障がい者セーリング

競技種目の復活を目指している団体です。

「グループホーム菜の花」リビングにて

利用者に絵手紙の指導をして下さる方。

▲グループホーム菜の花（宮崎）

＊月 1～2 回程度

＊曜日・時間は応相談

定期ボラ

＊高校生・大学生・２０歳代の方希望

＊動きやすい服装、運動靴で

上履き、飲み物持参

＊月２～３回
１回１時間～２時間程度できる方

＊曜日・時間は応相談



お邪魔しました

日にち 時 間 場 所

７/１５（土） ９：３０～１１：３０ 岩木幼稚園

７/１７（月）
１０：００

～１３：００

まめっこフェスティバル

野田公民館

７/２０（木） １０：００～１２：００ 聖華未来のこども園

７/２３（日） ９：３０～１２：００ 総合福祉会館

７/３０（日） ９：３０～１２：００ 南部梅郷公民館

８/ ６（日） ９：３０～１２：００ 関宿中央公民館

８/１３（日） ９：３０～１２：００ 谷吉子ども館

８/１４（月） ９：３０～１２：００ 野田公民館

８/２７（日） ９：３０～１２：００ 総合福祉会館

８/２９（火） １０：００～１２：００ 聖華未来のこども園

８/３０（水） ９：３０～１２：００ 南部梅郷公民館

    

  

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。

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。皆さんに
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(^^)

平成３０年１月２５日（木）
楽しんでいただけるよう思案中です 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

おもちゃ病院 野田開院のお知らせ

お問合せ 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

すすずずららんんのの会会
三味線が大好きな仲間が集まり、自分たちも楽し

みながら、福祉施設などに演奏訪問しています。
新たに、太極拳の仲間も加わり、車椅子太極拳を

ご一緒して楽しいひとときをお過ごしいただきたい
と思っています。

お気軽にお声かけくださいませ♪

～～新新・・ボボラランンテティィアアググルルーーププののごご紹紹介介～～
ボボラランンテティィアアセセンンタターーにに新新ししくく登登録録さされれたたググルルーーププののごご案案内内でですす。。

ひひろろぜぜんん
エレクトーン、ギター、歌による施設訪問をしてい

ます。
唱歌や懐かしい曲を演奏し、聴いてくださる皆さん

にも歌詞カードをお配りし、一緒に歌っていただいて
います。

これまで、特養などで演奏
して参りました。よろしくお願いします♪

ぴぴんんこころろククララブブ
いきいきクラブ川間支部の会員を対象に、人生を明

るく・楽しく・生き生きと、さらに健康維持と老化防
止のため郷土民謡踊りなど高齢者向けに優しい振り
で舞う群舞のために立ち上げました。唄、踊りなどで
施設訪問をしています。

名称の由来は「ぴんころ地蔵」に出会
い、会員が元気で病むことなく「ぴんぴ
んころり」との願いを込めて名付けまし
た。

一
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6 月 1７日（土）に関宿総合公園体育館にて、第 43 回“おひさまといっ

しょに”が開催されました。当日は、“おひさまといっしょに”の名にふさわ

しい晴天で、とても清々しい気分です。

大会には、市内の障がい者施設、障がい者団体、小中学生、ボランティア

団体が参加し、毎年恒例のバザー「おひさまコーナー」も開催されました。

大会は第一中学校吹奏楽部の迫力ある演奏でスタート。音楽に合わせて

入場行進する選手は誇らしげでした。レクリエーションは毎年大好評の、「よさこいソーラン」「フラ

ダンス」「おひさま樽太鼓」の他、柳沢小学校の 4 年生が「お囃子」を披露しました。一生懸命の演奏

に、拍手喝采です。競技は「大玉運び」や「パン食い競争」「猛獣狩りゲーム」を実施しました。どの

競技にも皆さん手を取り参加し、笑顔いっぱいです。最後のプログラムは「手のひらを太陽に」の手

話コーラス。毎年恒例のプログラムということもあり、手話を覚えて、上手に歌う方もたくさんいら

っしゃいました。

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皆さんの笑顔もおひさまのように輝いていました。


