
今年の「夏のじょいんと」は使用予定のバスのエアコンが故障で開催が危ぶまれましたが、無事代替えのバ
スをお借りすることができ、予定通り楽しみにしていた茨城県行方市のやきいもファクトリーミュージアムに

行ってきました。廃校になった小学校を利用した施設は、やきいもに関する宿題（クイズ）を解きながら見学
するようになっていました。生徒手帳をもらった参加者さんはペアになったボランティアさんと協力して答え
を探しながら進んでいました。やきいもの歴史やおいしさの秘密を学んだり、おならのクッションで音楽を奏
でたり、消毒の為のエアシャワーを浴びたり、焼き芋を保存する冷凍庫の中に入ってマイナス 30 度の世界を
体感したりとワクワク・ドキドキの楽しい時間を過ごしました。
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日 時・・１１月２５日（土）１３：１５～１６：１５

場 所・・野田市勤労青少年ホーム体育室

内 容・・軽スポーツ（玉入れや大玉ころがしなど）、

レクリエーション、よさこいソーランなど

夏のじょいんと報告 7/30 やきいもファクトリーミュージアム見学

「秋のじょいんと」ボランティア募集！

大勢のボランティアが参加します。スポーツをしながらだから
初めてでも溶け込みやすいですよ！

動きやすい服装、上履き持参で参加してね

～知的障がいのある方とボランティアが集う室内軽スポーツ大会～

申込み・お問合せ
野田市ボランティアセンター
TEL７１２４－３９３９

＊「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者とボランティアの集いです。

焼き右衛門と記念写真は良い思い出に♪
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サンタさんも登場で

盛り上がる♪

どのペアもクイズに正解して無事合格。サツマイモのお菓子をたくさん
お土産にいただき、皆さんホクホクの笑顔でした。

帰りのバスの中ではそれぞれに今日の感想を言ってもらいました。自分

の言葉で「楽しかった。また参加したい」と言える参加者も、仲良しにな
ったボランティアさんが気持ちをくみ取って代弁するペアもありました。

さて、今度は皆でどこへ行きましょうか♪♪♪

やっぱり人気の玉入れ！



（遊びの広場）8/26 実施

「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」8/1 実施

【時間】10:00～14:00

【場所】野田市中央公民館

    総合福祉会館

    野田市中央公民館前の時計の広場

＊雨天決行

今年も夏休みボランティア体験講座で多くの方々がボランティアデビューをしました。ボランテ
ィアデビューの様子をご紹介します。

高齢者疑似体験セットを着用して高齢者の不自由さ
を体験し、高齢者に対する理解を深め、その経験をボ
ランティアに生かそうという今回の講座。

ご協力いただいた「野田ライフケアセンター」の井
出さんに高齢者や介護についてのお話を伺った後、手
足に重りやサポーターをつけ、手袋をはめて高齢者に

変身。市役所からまめバスに乗車して 8 月の暑さの中、
街へと出かけました。

足が曲がらなくて参加者の皆さんはとても歩きにく
そうでした。特にまめバス乗車体験では、階段を登り
降りするのが大変そうでした。車内では膝が曲がらな
くて伸ばした状態になってしまい、周りに迷惑をかけ

てしまうのを気にしているようでした。
体験後、皆さんからは「お年寄りの気持ちや大変さ

がとてもよくわり、普段体験できない貴重な体験が出
来て、とても良かった」「すごく勉強になった」との感
想が寄せられました。「困っているお年寄りを見かけた
ら声をかけられるようにしたい」「自分の祖父母にも気

使いをしたい」という優しい感想もありました。

臨時休館日のお知らせ

11 月 27 日(月)…館内消毒(害虫駆除)

11 月 18 日（土）開催

「高齢者疑似体験コース」8/23 実施

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。
取り急ぎ、日程のご連絡です。スケジュールの調整を
お願いします(^^)

第 16 回

ふうーっ。疲れたね～！体が重いね。

ボランティアグループ「なかよし自然隊」の皆さん
のご協力によるこの講座は大好評につき、今回で 2
度目の開催。小学生から大学生まで幅広い年代の方が
参加してくれました。

今話題のヒアリなど自然に関する講座の後、中央の

杜へ移動し、自然観察とゴミ拾いをスタート。名前の
わからない虫や植物がたくさんありましたが、いろい
ろな質問に「なかよし自然隊」の皆さんが、その都度
わかり易く解説して下さるので、参加者の皆さんは嬉
しそうでした。途中、参加者の１人がハチに刺されて
しまったのですが、仲良し自然隊のリーダーである岩

槻さんの適切な処置のおかげで助かりました。
ほとんどゴミがないと思われた中央の杜でしたが、

道路沿いやコンビニの裏には食品包装等のゴミが多
く、３０リットルのゴミ袋がいっぱいになってしまっ
たほどでした。

「自然を体感できてよかった」「少しでもゴミを減

らせてよかった」という感想が多かったようです。短
い活動時間の中でもお友達ができた人もいて「ボラン
ティアをする目的はそれぞれでいい」と感じました。

気軽に参加できるボランティアとして毎年人気の「遊びの広場」のイベントの
お手伝いは今年で１６回目。暑～い 1 日となりましたが、ボランティアさんは、

飲み物の販売や水鉄砲作りで大活躍。「子どもの未来ネットワーク」の皆さんのき
め細やかな対応で楽しい体験となったようです。このボランティアはリピーター
が多いのもうなずけますね。

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

おかげ様で 16 回目です。皆さんの
ご来場をお待ちしております。



五市会交流会のお手伝い募集

★ゆったりカフェ（鶴奉）

【申込み・お問合せ】

野田市ボランティアセンター

TEL ７１２４－３９３９

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。
今回はおやつ作りです(スイートポテト)。

★ゆったりカフェ（鶴奉）
単発ボラ

【日 時】１０月 １日（日）
１３：００～１５：００

【場 所】野田市中央公民館
【内 容】障がいをお持ちの方と楽しく調理
【定 員】２名
【参加費】１００円

記号説明 ▲高齢者施設 ★障がい者

【日 時】１０月 ７日（土）
    １０：３０～１４：３０

【場 所】柏市前原会館（柏市布施）
【内 容】外出時のお手伝い
【人 数】２名
＊お弁当・お茶の用意あり＊野田市内よりバスで

子ども館まつりの補助をお願
いするにゃ。

＊あいさつは元気よく。
＊約束は守ろう！参加出来なくなった時
にはきちんと連絡をいれるにゃ。

＊秘密は洩らさないようにね。
＊相手の必要とすることに合わせて活動
しよう。

＊わからないことは職員の方に聞いてね。

★「セレ・ショップやすらぎ」(目吹)

【日 時】１１月１８日（土）
    ８：３０～１６：００頃

【内 容】児童・生徒の付添い、ステージ発表
の用具の出し入れ、各会場の片づけ
など

【人 数】１５名程度
＊動きやすい服装、黒系統の服装で。上履き、

飲み物持参。昼食・お茶の用意あり。

文化祭（のだ特フェスタ）のお手伝い募集

七光台子ども館（わくわくまつり）

10月 7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）

＊１２名募集＊高校生以上

関宿子ども館（子ども館まつり）
10月 14 日（土）12：30～16：00

＊動きやすい服装、運動靴で

＊上靴、タオル、飲み物持参

＊５名募集＊高校生以上

うめさと子ども館（さざんかまつり）
11月 18 日（土）11:45～16:00

＊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

＊８名募集＊高校生以上

山崎子ども館（げんきまつり）

10月 28 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

＊１０名募集＊高校生以上＊駐車場無し

＊ゲームコーナー＊工作コーナー
＊遊びコーナー＊受付
＊準備＊片付け＊駐輪場など

◆◆◆ 秋の子ども館まつりボランティア大募集◆◆◆

★県立野田特別支援学校（鶴奉）

施設利用者に絵手紙の指導をして下さる方

＊月 1～2 回程度

＊月～土の中で 14：００頃～

★身体障がい者福祉会単発ボラ

斎場売店で働く精神障がいのある方の支援（社

会参加の促進）と売店の運営にご協力いただけ

る方を募集。

☆ご興味のある方は詳しくご説明しますので、

お電話下さい。 ▲ケアパートナー野田（山崎）

単発ボラ

◆◆◆ボランティア募集◆◆◆

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。
今回はおやつ作りです（スイートポテト）。

定期ボラ

＊曜日・時間は応相談

＊面談あり

定期ボラ



お邪魔しました

    

               

        

日にち 時 間 場 所

９/２１（木） １０：００～１２：００ 聖華未来のこども園

９/２４（日） ９：３０～１２：００ 総合福祉会館

９/２９（金） ９：３０～１２：００ 南部梅郷公民館

１０/ １（日） ９：３０～１２：００ 関宿中央公民館

１０/ ８（日） ９：３０～１２：００ 谷吉子ども館

１０/  ９（月） ９：３０～１２：００ 野田公民館

１０/１４（土） １０：００～１５：００ リサイクルフェア

（市役所）

１０/２２（日） ９：３０～１２：００ 総合福祉会館

１０/２４（火） １０：００～１２：００ 聖華未来のこども園

１０/３１（火） ９：３０～１２：００ 南部梅郷公民館

活動中

～くもきり草の会～

平成 6 年より、パブリックゴルフ場と住宅地の間に設けら

れた緩衝帯(通称福田の森)でゴルフ場の造成で消えようと

していた貴重な植物の保護活動と自然豊かな森の再生・維

持活動を続ける団体。

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

ササンンキキスストト
公の会は、平成 25 年より毎年 5 月にいちいのホー

ルでカラオケ発表会、舞踊、マジックショーやプロ歌
手によるミニコンサート等、地域友好を目的に開催さ
せていただいています。メンバー有志によるサンキス
トグループは歌や楽器演奏等で病院や

～～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。。

皆さんに魔法をお届けします♪
私たちはマジックが大好きな理科大生の集まりで

す。マジックの不思議さ、面白さ、楽しさを皆さん
と共有できたらいいなと思います。

私たちが得意とするマジックは「クローズアッ
プ・マジック」と呼ばれるもので目の前で、不思議

梅梅川川洋洋子子一一座座野野田田支支部部

東東京京理理科科大大学学ママジジッッククササーーククルルＰＰＡＡＬＬＭＭ

楽しいひと時を梅川洋子一座と共に過ごしませんか。
新たに野田支部発足となりましたので、私どもが、日ご
ろ活動している内容を一部ご案内申し上げます。

民謡、歌謡曲、踊り、太鼓、他に横浜・東京の名所
旧跡をテレビに映像を写し、施設の皆さんと一緒になっ
てて楽しく歌を歌いながら東京見物が出
来ます♪

一座は企画・プログラム作成を常に考
えて地域福祉のために少しでも役立て
るよう頑張っている団体です。

施設を訪問し楽しく歌ったりと元気
をお届けしたいと活動させて頂いて
います。一緒に活動したい皆さまを
歓迎いたします。 地域友好の集いにて

一座の皆さん

な現象を体験していただくもので

す。イリュージョンのような大規
模なショーではありませんが、目
の前の魔法を楽しんでいただけれ
ば幸いです。

みんなで楽しむ秋のおはなし会～「旅」
～

気軽に声をかけて！

というメンバー

【日 時】１０月１５日（日）

     １３：３０～１５：００
【会 場】北コミュニティ会館 集会室
【問合せ】おはなしパレット北（伊藤）

☎７１２７ー４３３６
北図書館 ☎７１２９ー８８１１

【共 催】おはなしパレット北・北図書館

★申し込み・参加費不要
【対 象】５歳以上の方 先着４０名

★（未就学児は保護者同伴で)

福田の森の活動にお邪魔した 5 月初旬のその日は女性 7 名の会員が小雨
模様の天気を気にすることなく、楽しげに作業に精を出していました。各
自のお気に入りエリアが決まっているという事。くもきり草の会の方にガ

イドしていただき、森と植物を見て回わりました。「日向エリアを野の花回
廊にする」が今年の目標。ササを刈り、帰化植物を抜いて整備し、日当た
りを良くします。公園のようにきっちり刈らず、少し残して自然な状態に。
全部刈ったらコジュケイのような鳥が来なくなってしまうというお話でし
た。自然のバランスが大事と思い知らされました。

本日の作業の中心は、添え木付けと花の名札付け。背丈の伸びてきたヤ

ママユリの茎に竹を割いて手作りした添え木を付けました。こうする事で細い茎が折れず、きれいな花が咲くよう
です。名札は森を歩いていて気にかかる植物があった時など本当にありがたいものです。
「ボランティアで森の手入れをすることで、自然を見る目を養い、活力をもらい、植物を育てる知識を養うこと
ができる。沢山の方に身近な自然の大切さとすばらしさを知ってもらいたい」とメンバーは言います。福田の森
は皆さんも見ることが出来るので野草の好きな方、鳥の好きな方は訪れてみてはどうでしょう。また、くもきり

草の会では雑木林の手入れ等に力を貸してくれる会員も募集しています。

添え木付けの作業に精を出すメンバー♪


