
     第 108 号（平成 30年 3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

◆開設時間 月曜～金曜 午前8：30～午後5：15
  〒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

                  

できることから、ボランティア♪

趣味を生かして楽しい

ひと時を一緒に過ごし

ましょう♪

野田市社会福祉協議会 検索

“おひさまといっしょに”個人ボランティア募集

日にち：６月１６日（土）

時 間：１０時００分集合  １５時００分 解散予定

場 所：関宿総合公園体育館

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）、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２７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。今回で４４回目を迎えます。

“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、中学生、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。

会場の様子

新しいスタートの季節♪

大募集！

はじめてみませんか！！ボランティア！

合言葉は

ボランティアセンターではみなさんの登録をお待ちしています！
ボランティアに興味があるけれど、どうしたらいいの？空いている時間がある
けれど…？こんな特技があるけれど…？などなど、ぜひボランティアセンター
までお越しください。みなさんのお話しをお聞かせください♪
ボランティアセンターに来会していただき、お話しを伺った後、ボランティ

ア登録をお願いいたします。登録後、ご希望に沿えるよう活動先をご案内させ
ていただきます。まずはボランティアセンターにお越しください♪
６０歳代から８０歳代の方々が多く、登録、活動しています。若い方、学生

のみなさんの登録も大歓迎です。
月に１回、週に１回などの定期的な活動もよし。イベントなどの単発のボラ

ンティアもよし。できること、少しからボランティアを始めてみませんか！

初めての方でも
安心だよ！



◆◆◆ボランティア募集◆◆◆

【申込み・お問合せ】

野田市ボランティアセンターまで

TEL ７１２４－３９３９

◆◆◆ イベント情報 ◆◆◆

問合せ：７１２４－０８６６（藤掛）

～野田市演芸ボランティア～
「仕出し屋」発表会

日 時：５月２０日（日）
13:００開場 １３:３０開演

場 所：欅のホール（３階）小ホール  
    入場無料

公民館の講座からスタートしたマジッククラ
ブも皆様のご支援のもと１２年目を迎えました。
愛される発表会を目指して、重ねた練習の成果を
ぜひお楽しみください。

日 時：3 月 17 日（土）13:０0～16:50
場 所：中央公民館 １階 講堂

入場無料

日頃の練習成果を発表し、メンバーの演芸内
容を紹介します。

仕出し屋は、歌・楽器演奏など芸達者な人の集ま

りです。歌が好き！楽器の演奏が得意！など特技を

お持ちの方、仲間に入りませんか！一緒に活動しま

せんか♪メンバー募集中です！

ぜひ、発表会にお越しください。活動の様子をご覧

ください。

～野田マジッククラブ 発表会～

―ボランティアセンターからー
ボランティアセンター入口が明るくなりました。

市役所掲示コーナーもリニューアルです。
見やすく、わかりやすく！情報発信をしていきます。
ぜひ、ご覧ください。

新年度もボランティアセ
ンターをよろしくお願い
いたします。

市役所掲示板

ボランティアセンター入口

―助成金 情報―
―みずほ教育福祉財団―

高齢者を主な対象として活動するボランティアグル

ープおよび地域環境の改善につながる活動を行ってい

る高齢者中心のボランティアグループに対し、活動に

おいて継続的に使用する用具・機器類の取得資金を助

成します。

応募締切  5 月２５日（金） 必着

第３５回

「老後を豊かにするボランティア活動資金助成事業」

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。

所定の申請書に必要事項を記入の上、社会福祉協議

会の推薦を受け、財団に直接郵送をお願いします。

※社会福祉協議会の推薦手続きは時間を要する場合がありま
す。推薦を依頼する社会福祉協議会に事前に連絡を行い、十
分な余裕をもって申請書の持ち込みをお願いいたします。

単発ボラ 第４２回 わんぱく相撲 野田場所
日 時：５月６日（日）

９:３0 開会～16:０0 閉会

場 所：野田市総合公園体育館

その他：動きやすい服装でお願いします

昼食のご用意あります

問合せ：野田青年会議所 中村英士

    080-2816-8195

    regulus.eijinakamura@gmail.com

    

野田青年会議所主催のわんぱく相撲大会 野田場所での

お手伝いをお願いします。

参加子ども達の誘導や昼食の配膳などをお願いします

前半 8:３０～１２:００

後半 １２:００～１６:００

上記どちらかご都合のつく時間帯をお願いいたします。

または、上記時間帯の少しのお時間でも OK です。



～ 松戸市災害ボランティアセンター
運営研修会～

日にち 時 間 場 所

３/２０（火） １０：００～正午 聖華未来のこども園

３/２５（日） ９：３０～正午 総合福祉会館

３/２９（木） ９：３０～正午 南部梅郷公民館

４/ １（日） ９：３０～正午 関宿中央公民館

４/ ８（日） ９：３０～正午 谷吉子ども館

４/ ９（月） ９：３０～正午 野田公民館

調整中 ９：３０～正午 岩木幼稚園

ご報告

松戸市災害ボランティアセンターの運営研修会に参加しました。大規模災害が発生したという設

定で災害ボランティアセンターを立ち上げ、ボランティアを必要とする方々にボランティアを派遣

するといった災害ボランティアセンター運営の訓練です。ボランティア登録に訪れたという役で、

地区社協の方、ボランティア団体の方、市民の方、近隣社協の職員など訓練参加者は約 80 名と多

く、みなさんの関心の高さを伺うことができました。ボランティア登録→ボランティアニーズとの

マッチング→必要資材の準備→現場へ移動。と本番さながらの訓練でした。実際に動いてみて良か

った点、改善点などの意見も出され、こうした日々の訓練の大切さを改めて感じました。

また、一般社団法人まちかど防災「減災塾」塾長の水島氏による講座もありました。「災

害が発生した場合は、まずは、自助が大事になってきます。自助とは自分の身は自分で守る

ことです。自宅の家具の配置・固定など安全対策をしましょう。行政の支援が届くまで３、

４日間ほどかかります。それまでは自助で乗り切る事が必要になります。地域の繋がりも大

切です。住んでいる地区の避難場所、災害時の家族との連絡方法など確認し合いましょう」

とのお話しでした。

東日本大震災からちょうど７年が経ちました。お家の中を見渡し、安全対策などご家族と

お話しされてはいかがでしょうか。

地区社協広報紙コンクール開催

市内 22 の地区社協で発行している地域の広報紙に
ついて、地域住民の方々に親しまれ魅力ある紙面づくり
の一助とするため、今年度も広報紙コンクールを開催い
たしました。入賞結果は以下のとおりです。

「西部地区」
「南部南地区」 「川間地区」

最優秀賞 西部地区社協
優 秀 賞 南部南地区社協
     川間地区社協
      

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

木漏れ日（こもれび）

～新登録団体・個人の方の紹介です～

昔話・民謡を、紙芝居やお話しで楽しんでいただく
サークルです。語り継がれたもののあたたかさが人の
心を和らげ、元気の糧になればとの思いで始めまし
た。高齢者施設、自治会、老人会など訪問いたします。
どうぞよろしくお願いいたします。

♪ノリさん/団塊１期生♪（個人ボラ）

ギター引き語りライブ♫

団塊の世代の人たちが懐かしさを
感じる昭和のフォークソングやポッ
プスなどの曲を主に演奏しています。

また、唱歌や愛唱歌などをみなさんと
一緒に歌ったり、NHK 朝ドラマの主
題歌なども取り入れています。みなさ
んがよく耳にするような歌で楽しい
ひとときを過ごしていただければと
思います。

※移動手段の都合で、愛宕駅～
梅郷駅周辺を当面の活動エリ
アとさせていただきます。

「お邪魔しました」は今回はお休みし、
先日参加した松戸市災害ボランティア
センター運営研修会の報告をさせてい

ただきます。

マ
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ン
グ
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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３０

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。

３０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３０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３０年４月１日～平成３１年３月３１日

＊締 切 日  平成３０年４月２７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。


