
「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。

詳しくはボランティアセンターに

お問い合わせください♪

     第 114 号（平成 31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 8時30分から17時15分
  〒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

                  
野田市社会福祉協議会 検索

はじめてみよう！！ボランティア

ボランティア個人登録 ボランティアグループ登録

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107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？

その１ その２

野田市社会福祉協議会事務所内にあります。

ボランティアセンター入口です。

市役所掲示コーナーにも掲示板があります！

見やすく、わかりやすく！情報発信をしていきます。

ぜひ、ボランティアセンターにお越しください♪

また、ＳＮＳでタイムリーな情報も発信しています。

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

ボランティアセンターに行ってみよう！

【ホームページ】
http://www.nodasyakyo.or.jp

【Facebook】
http://www.facebook.com/nodasyakyo

【Twitter】
https://twitter.com/nodasyakyo

その３



・ケアハウス利用者の将棋のお相手募集

▲ブリスイン野田（宮崎）

* 火曜、木曜、金曜のいずれか活動できる方

* 月１回から 2 回程度

* 午前中の時間帯で１時間程度

定期ボラ

▲ケアハウス野田（上三ケ尾）

・洗濯の補助

＊曜日と時間は応相談

定期ボラ

特別養護老人ホームすばる内の

洗濯室で、洗濯物を洗濯機にセッ

ト、乾燥機セットをお願いします。

乾燥機終了後畳んでいただくま

でをお願いします。

定期ボラ

・日常(お話相手など)のお手伝い

・囲碁のお相手 金曜に活動できる方

＊月曜から土曜で応相談

＊１０時 30 分から１６時の間で１時間程度

・入居者の方に書道の指導をしてくださる方

▲癒しのデイサービス野田（山崎）

* 毎月第２月曜 ９時３０分から１１時

（４月から活動できる方）

* 道具は施設にあります

* 資格などは不要です

定期ボラ ▲特別養護老人ホーム松葉園（中里） ▲デイサービス咲楽(柳沢)定期ボラ

・来院された方の案内

受付機械操作のお手伝い

＊火曜から土曜で応相談

＊１０時から正午の間で応相談

＊１３時から１５時の間で １時間程度

【申込み・問合せ】

野田市ボランティアセンターまで

☎７１２４－３９３９

・麻雀のお相手 月曜に活動できる方

日 時：６月１５日（土）10 時から 15 時

場 所：関宿総合公園体育館

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２６日（金）

■「おひさまといっしょに」
個人ボランティア募集

記号説明 ▲高齢者施設 ■その他
◆◆◆ボランティア募集◆◆◆

“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

イベント
一緒に楽しみましょう

＊月曜から金曜 ８時３０分から１１時

＊曜日は応相談＊金曜１４時から１５時 応相談

利用者の方のお相手をお願いいたします

＊１３時から１５時の間で １時間程度

・ケアハウス内の体操クラブにて高齢者向

けの体操を教えて下さり、一緒に行って

下さる方

・入居者の方に書道の指導をしてくださる方

定期ボラ ▲ケアハウス野田（上三ケ尾）

定期ボラ ■キッコーマン総合病院（宮崎）



お邪魔しました

日にち 時 間 場 所

３/１９（火） １０：００～１２：００ 聖華未来のこども園

３/２３（土） ９：３０～１１：３０ 岩木幼稚園

３/２４（日） ９：３０～１２：００ 総合福祉会館

３/２９（金） ９：３０～１２：００ 南部梅郷公民館

４/ ７（日） ９：３０～１２：００ 関宿中央公民館

４/ ８（月） ９：３０～１２：００ 野田公民館

４/１４（日） ９：３０～１２：００ 谷吉こども館

４/２０（土） ９：３０～１１：３０ 岩木幼稚園

４/２１（日） ９：００～１２：００ 興風図書館

（図書館まつり）

４/２３（火） １０：００～１２：００ 聖華未来のこども園

４/２８（日） ９：３０～１２：００ 総合福祉会館

４/３０（火） ９：３０～１２：００ 南部梅郷公民館

地域のサロン活動などで活動されている団体「清水ボ
ランティアあしたば」の助成が前回の募集で決定となり
ました。この助成金は地域のみなさんで楽しめるレク用
の「スカットボール」購入に充てられるそうです。

助成金情報はボランティア通信に掲載いたしますが、

通信の発行のタイミングでお伝えしきれない情報もござ
います。ボランティアセンター入口でも
ご案内しておりますのでご確認ください。

助成金の制度をぜひご活用ください。

野田市内の団体も前回の募集で助成決定！

―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」

高齢者を主な対象として活動するボランティアグル

ープおよび地域共生社会の実現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。

◇助 成 金 情 報◇

活動中 お邪魔しましたのコーナーはお休みさせていただきました。

ボランティアセンター事業の報告をさせていただきます。

ボランティアセンターでは、ボランティア登録の方々との交流や親睦を深めていただくこ

とを目的とした「ボランティアサロン」を年に１回企画しています。

今年度は 1 月２４日に２３名の方に参加いただき、実施いたしました。「妻沼聖天山」と

「忍城」（行田市郷土博物館)に行って参りました。地元ボランティアガイドの説明もあり、

楽しい１日となりました。道中バスの中では、ボランティア同士情報交換や日々の活動報告

などボランティア同士の繋がりもでき、有意義な１日となりました。

「春のじょいんと」では恒例のいちご狩りに行って参りました。摘みたての甘いいちごを

お腹いっぱい楽しみました。いちご狩りの後は、体験博物館「房総のむら」を見学。円すい

型のろうそくに千代紙を貼り付け、ろうそく作りをしました。みなさん素敵なろうそくが出

来上がりました。

「サロン」も「じょいんと」も早くからたくさんの参加申し込みをいただき、常連のボランティアはもちろん、

初参加ボランティアの申し込みもあり、たくさんの仲間が増えたことを嬉しく思います。

ボランティアセンター職員もみなさんと一緒に活動できる機会を楽しみにしております。募集情報は、ボラン

ティア通信紙面にてお知らせいたします。今後ともセンター一同よろしくお願いいたします。
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＊「じょいんと」とは…知的障がいのある皆さんとボランティア体験のふれあいの集いです

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

※社会福祉協議会の推薦が必要になります。推薦手続きには
時間を要します。余裕をもってご準備ください。応募希望
の団体は、事前にご連絡をお願いいたします。

～野田市ボランティア連絡協議会より～

野田市ボランティア連絡協議会
仲間を募集中！！

野田市ボランティア連絡協議会（Ｖ連）は、野田
市社会福祉協議会ボランティアセンターに登録して
いる団体や個人で組織する任意の活動団体です。ボ
ランティア同士のつながりの輪をしっかり広めるこ
とで、新たなパワーを得ることができると考えます。

一緒に活動しませんか！

瀬能  ☎０９０－２１４４－３１８１

野田市ボランティア連絡協議会 会長
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応募締切 平成３１年 5 月２４日（金）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。

30 年度決定団体「清水ボランティアあしたば」



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３１

年度も引き続き登録を更新される方は、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。

３１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３１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３１年４月１日～平成３２年３月３１日

＊締 切 日  平成３１年４月２６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。


