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野田市社会福祉協議会 検索

～みんなが・みんなで・みんなのふくし～

令和元年

11月16日(土)

小 中 学 生
ポスター展

ボランティア活

動展示

介護予防体操､ﾊﾜ
ｲｱﾝﾌﾗﾀﾞﾝｽ、舞踊
体操、ﾊｰﾓﾆｶ演奏、
よさこいｿｰﾗﾝ、ﾏ
ｼﾞｯｸｼｮｰ

縫製製品、ﾊﾟﾝ、ｸｯ

ｷｰ、焼き菓子、蕎

麦、りんご、雑貨､

小物、石鹸、切り

花・苗木、ﾊﾁﾐﾂ等

ｼﾙﾊﾞｰﾘﾊﾋﾞﾘ体操、折

り紙、ｸﾗﾌﾄ、昔あそ

び体験、要約筆記、

子ども用七福神衣

装の試着、がんに関

するﾐﾆ講演会

実 演 ・ 体 験 の 折 り 紙 、 ｸﾗﾌﾄ等 の 体 験 時 に 作 っ た 作 品 は お 持 ち 帰 り で き ま す

発 表 販 売展 示 実演・体験

文化会館大ホールにて同時開催！

野田市教育委員会

野田市子ども会育成連絡協議会

１３時   開場

１３時３０分 開演

１４時４０分 終演

「シンドバット」

～魔法のランプと動く島～

市民ふれあいハートまつり
総合受付では

も行っております。

＊ボランティアに興味は

あるけれどきっかけが…

などお思いの方、

ぜひ、この機会にお気軽に

お越しください！

ボランティア相談

野田市中央公民館講堂にて野田市立岩名中学校ご協力による吹奏楽の披露もあります。お楽しみに！

文化会館ロビーにて同時開催！

勤労青少年ホーム体育室
にて同時開催！

恒例のスタンプラリーも開催！

記念品もあります♪



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、知的障がいのある方とボ
ランティアの集いです。秋は屋内レクリエーションを行います。知的障がいのある方とペアを組んでい
ただき、見守りやサポートをお願いします。一緒に軽スポーツを楽しみましょう。きっと素敵な笑顔に
出会える 1 日になりますよ。皆さんの参加をお待ちしています。

日 時…１１月３０日（土）  

１３時１５分集合

１６時 解散予定

場 所…野田市勤労青少年ホーム体育室

内 容…玉入れ、手作りボーリング競争、

よさこいソーラン、魚釣りゲーム、

ニュースポーツなど

持ち物…水分、体育館用室内履き、

動きやすい服装でご参加ください
毎年熱戦の玉入れ！ 一緒にレクダンスも♪

初めての方も大歓迎！

ボランティアデビューを“秋のじょいんと”で♪

初めてでも参加しやすい“じょいんと”です。

【申込み・問合せ】

野田市ボランティアセンターまで

☎７１２４－３９３９

◆◆◆ボランティア募集◆◆◆ 記号説明 ▲高齢者施設 ■その他

単発ボラ

■秋のじょいんと（鶴奉）

定期ボラ ▲ここち野田（山崎）

入居者９５歳女性のお話し相手。
施設内共有スペースでのお話し相手を
お願いします。

＊（火）（水）（金）で応相談
＊１０時から１２時までの間または

１４時から１７時までの間で応相談
＊できれば女性を希望

▲デイサービス かたらい（清水）

デイサービスの利用者様と

手話でお話し相手をして下さる方。

定期ボラ

■学習支援「ひまわり学習会」 (中野台)

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。
学習支援に熱意と自信のある方のボラン

ティア講師を募集しています。
高校生、大学生も大歓迎です。

「ひまわり学習会」についての
問合せは下記へ

☎ ７１２９－２４３８（佐々木）

定期ボラ

＊野田公民館 ４階 研修室

（土）月４回（無料）
＊小学生/国・算  中学生/国・数・英

小４から中３まで（中３は５教科指導）

定期ボラ

麻雀のお相手をして下さる方。

▲癒しのデイサービス野田（山崎）

＊（水）（金）（日）で応相談
＊１０時から１６時までの間で応相談

＊難しい手話は筆談用のボードもあり

＊（金）の１３時３０分から１５時まで

ボランティア募集、記事掲載の希望が
ございましたら、ボランティア
センターまでご連絡ください。
ぜひ、ご活用ください。



◆◆◆イベント情報◆◆◆

～笑 紫 会 発表会～

日 時：１２月７日（土）

１２時３０分 開演

１７時    終演予定

会 場：中央公民館 １階 講堂

入場料：無料

日ごろの落語稽古の成果を発表

～ボランティア登録されているグループからのご案内です～

～雲雀ハーモニカクラブ
定期発表会～

日 時：令和２年２月１５日（土）

１３時３０分 から１６時３０分まで

会 場：中央公民館 １階 講堂

入場料：無料

ハーモニカによる独奏及び合奏

～演芸出前「仕出し屋」
仕出し屋ショー～

日 時：令和２年３月１４日（土）

１２時３０ 分 開場

１３時   開演

会 場：中央公民館 １階 講堂

入場料：無料

日ごろの活動成果を発表

ボランティアサロン 参加者募集！

～ボランティア仲間をつくりませんか！
交流会＆バスハイク～

日 時：令和２年１月２２日（水）

８時３０分出発 １７時１５分解散予定

行き先：楽しんでいただけるよう思案中です 。

参加費：１，０００円程度（昼食代）

その他：動きやすい服装でご参加ください。

   寒さ対策もお願いします。

行き先は１月号で発表いたします
上記の日にちでボラサロンでご予定を入れていただけたら幸いです♪

◆◆◆そ の 他◆◆◆ ～ボランティアセンターからお知らせ～

ボランティアサロン…ボランティ

ア登録のみなさんの交流の場・情

報交換の場として年に１回企画し

ております。

むらさきの里野田ガイドの会が、野田の紅
葉スポットと史跡をご案内いたします。
（野田市内歩行距離約３.５㎞）

第８回 街歩きツアー

～むらさきの里野田ガイドの会～

日 時：１１月３０日（土）小雨決行

９時 清水公園駅西口広場 集合

正午 市民会館 解散予定

参加料：１００円（保険、資料代）

    当日お支払いください。

申込み・問合せ

野田市郷土博物館・市民会館内（火曜は休館）

☎７１２４－６８５１



～災害ボランティアセンター支援～

日にち 時 間 場 所

１１/１０（日） ９：３０～１２：００ 谷吉子ども館

１１/１１（月） ９：３０～１２：００ 野田公民館

１１/１９（火） １０：００～１２：００ 聖華未来のこども園

１１/２４（日） ９：３０～１２：００ 総合福祉会館

１１/２９（金） ９：３０～１２：００ 南部梅郷公民館

１２/ １（日） ９：３０～１２：００ 関宿中央公民館

１２/ ８（日） ９：３０～１２：００ 谷吉子ども館

１２/ ９（月） ９：３０～１２：００ 野田公民館

１２/１２（木） １０：００～１２：００ 聖華未来のこども園

１２/２１（土） ９：３０～１１：３０ 岩木幼稚園

１２/２２（日） ９：３０～１２：００ 総合福祉会館

活動報告
野田市社会福祉協議会では、台風

１５号により被災した現地の災害ボラ
ンティアセンターの運営の支援を行い
ました。

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

富津市災害ボランティアセンターに支援に行って参りました。倒木の運搬や災害ごみの片

づけなどのニーズが多く、被害の甚大さを痛感しました。多くのボランティアがかけつけ、

被災地の力に！という熱い思いが伝わってきました。

まだまだボランティアの力が必要とされている地域もあると思われますが、ボランティア

の必要人数や受け入れ側の事情もございます。ボランティアに行く前には、情報収集などし

っかり準備をしてお出かけください。また、ボランティア活動保険への加入も必要となりま

す。詳しくは下記サイトをご確認ください。

ニ
ー
ズ
の
受
付
を
担
当

令和元年１２月２８日（土）から

令和２年 １月 ５日（日）まで

年末年始お休みのお知らせ

総合福祉会館臨時休館日

令和元年１１月２５日（月）

館内害虫防除のため野田市社会福祉協議会は

休館となります。

寒くなってまいりました。

風邪などひかないようご自愛ください。

～新・ボランティアグループのご紹介～

トリートメントを通して、体に与える癒しの効果

を皆さんに実感してもらいた～い！と集まった

「ふわふわ」です。

アロマの香りを楽しみながら、手や足へのトリー

トメントを体験していただき、肌と肌が触れ合う心

地よさ、温もりをぜひ感じてみて

ください。癒しのオキシトシン

効果で「安心」や「リラックス」

を感じてください。

ハンドトリートメント

「ふわふわ」

ギタロー
ギタローという名前でこの４月からボランテ

ィアで活動をはじめました。

趣味ではじめたギターですが、７０を過ぎ今、

こうして施設の皆様とともにギターを楽しめる

ことを、この上もない喜びと感じています。

ふとすると忘れてしまいそう

な、古き良き時代。誰もが抱く

そんな心のふるさとを、ギター

を通じて、思い出し共感でき

たらと思います。

特技や趣味を生かして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！

野田市ボランティアセンターではボランティアグル

ープの登録を随時受付しております。

詳しくはボランティアセンターまでお問合せください。

全社協被災地支援・災害ボランティア情報 https://www.saigaivc.com/


