
   第 92 号（平成 27 年 7 月 1 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

〒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

◆開設時間 月曜～金曜 午前8：30～午後5：15
                                                     

「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！

     

３つのコース
◆「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」

◆「聴覚に障がいのある方のお話しと

支援ボランティアの体験コース」

◆「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

【対 象】市内在住、在学の

小学生・中学生・高校生・大学生

【参 加 費】無料

【定 員】各コースによる（次ページ参照）

申込多数の場合は抽選になります

【申込締切】７月１５日（水）

【申 込 先】野田市ボランティアセンター

        ☎７１２４－３９３９

夏休みだからこそできるボランティア体験

この機会に是非参加して有意義な夏休みにしましょう♪

みなさんの参加をお待ちしています。

「    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！

学生のみなさん、ボランティア活動を通じて充実した夏休みを過ごしませんか！

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。

今年は趣向を変えて、ボランティアセンターで３つの体験コースを用意いたしました。

    

学生のみんな

集まれ～♪

ボランティア活動とは、自ら進んで行う無償の活
動です。いろんな人と係わり、誰もが人間らしく豊
かに暮らせる社会を目指し「自分にできること」を
考え、行動することです。

◆自分にあった身の回りのことから手がけ
ましょう

◆相手のニーズ（求めていること）にあわせて
活動しましょう

◆無理のない計画を立てましょう
◆約束は守りましょう
◆秘密は守りましょう
◆謙虚さも大切でしょう
◆安全対策・準備に十分配慮しましょう
◆宗教や政治活動とは区別しましょう
◆自分を成長させましょう

自発性・自主性

自分の意志で行います。
誰かに強制されたり、義務
で行うものではありませ
ん。

公共性・連帯性

みんなが豊かに暮らして
いけるように、お互いに支え
合い学びあう活動です。

無償性

お金や対価をを得るため
の活動ではありません。お
金では得られない出会い、
発見、喜びや感動が得られ
ることが大切です。

創造性・先駆性

いま、自分たちには何が
できるか、何が必要とされ
ているのかを考えながらよ
りよい社会をつくるために
活動します。

―活動の心構え―

① ②

③ ④

活 動 原 則４～やってみよう！ボランティア～



夏休み期間中に、驚き発見のボランティア体験をしてみませんか

*日 時：7 月 31 日（金）午前 9 時～午前 11 時

*場 所：総合福祉会館・中央の杜(鶴奉)

*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：小学１年生～大学生

*そ の 他：長ズボンと運動靴を着用のうえ軍手・帽子・タオル等が必要になります

     小学生の方は保護者の送迎が必要になります（雨天時はレインコートもお持ち下さい）

*日 時：８月１９日（水）午後 1 時～午後 4 時

*場 所：総合福祉会館 第 3 会議室 (鶴奉)

*内 容：聴覚障害者協会、当事者団体「みみづくの会」、ボランティアグループ「のだ要約筆記

サークルほたる」「野田市手話サークルけやきの会」による各講話及び要約筆記や手話

の体験。手話コーラスを一緒に学び、最後にみんなで発表

*募集人数：20 名

*対 象：小学４年生～大学生

*そ の 他：小学生の方は保護者の送迎が必要になります

*日 時：８月 29 日（土）午前 10 時～午後 3 時（雨天時は 8 月 30 日）

*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１年生～大学生

*そ の 他：動きやすい服装・運動靴・水分・暑さ対策が必要になります

お問合せ・申し込み
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～大学生のみなさん、集まれ～！



〔日 時〕 ９月７日（月） ８：２０市役所前集合  １７：００解散予定

・本所防災館（墨田区）

  模擬災害を体験しながら学び、もしもの時の防災行動力を身につけよう

・浅草周辺散策（予定）

〔参加費〕 １５００円（昼食代）

〔対象者〕 ボランティアセンター個人登録者

〔定 員〕 20 名程度

〔締 切〕 ８月７日(金)

〔その他〕 動きやすい服装。サンダルやかかとの高い靴は不可

      暴風雨体験時に使用する首に巻ける薄手のタオル持参
〔申込み〕 野田市ボランティアセンター ☎７１２４－３９３９

◆◆◆ボランティア募集◆◆◆
記号説明 ▲高齢者施設 ★障がい者

【申込み・お問合せ】

野田市ボランティアセンターまで

TEL ０４－７１２４－３９３９

★ケアホーム芽ぐみ（中野台）

知的障がいのある入居者さんとのお散歩で付
添をしてくださる方
詳細は一度見学にお越しください

定期ボラ
▲グループホームすずらん（中里）

・レクリエーションをしてくださる方
・散歩の介助をしてくださる方
・裁縫のできる方

定期ボラ

▲秋桜ヴィレッジ川間（五木新町）

・お習字を教えてくださる方
・音楽療法を行ってくださる方
・園芸を一緒に行ってくださる方
・お話し相手をしてくださる方

定期ボラ

＊曜日・時間は応相談 ＊週に１回程度 ＊曜日・時間は応相談

＊平日に活動できる方
＊時間は応相談

趣味や特技を活かして利用者とかかわって
く だ さ る 方 大 募

★野田市立こぶし園（鶴奉）

日 時 ７月２５日（土）
１６:３０ 集合
２０：００ 解散予定

※解散が夜になります。１８歳以上の方に限ります

地域交流会（夏まつり）のお手伝い

・利用者への付き添い
アトラクション、ゲームコーナーに利用者と参加して

くださる方

・各係のお手伝い
アトラクション、ゲームコーナー屋台、記録係りなど

※割り振りは施設で決めさせていただきます

今年度のボランティアサロンのご案内です♪

今年は９月に開催いたします。９月と言えば、防災月間。東日本大震災、竜巻被害などございましたが、時

間の経過と共に日ごろの備えを忘れがちにもなりますね。備えあれば憂いなし！緊急時の備えの参考に役立て

られるよう企画いたしました。

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。

たくさんのお申込みをお待ちしております

ボランティアサロン

◆◆◆イベント情報◆◆◆

参加者～交流会&バスハイク～

単発ボラ



お邪魔しました

日にち 時 間 場 所

７/５（日） ９：３０～正午 関宿中央公民館

７/９（木） ９：３０～正午 野田聖華幼稚園

７/11（土） ９：３０～正午 岩木幼稚園

７/20（月） １０：００～１５：００

(まめっこフェスティバル)
野田公民館

（欅のホール）

７/26（日） ９：３０～正午 総合福祉会館

    

   祝日

活動中

～おひさまといっしょに～
迫
力
の
よ
さ
こ
い
ソ
ー
ラ
ン

“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。

体育館内はメインアリーナとサブアリーナの 2 区画があり、メインアリーナで

レクリエーション、サブアリーナで「おひさまコーナー」と銘打ったバザーを開

催していました。

助 成 金 情 報
公益財団法人

車両競技公益資金記念財団

―助成対象事業―

高齢者・心身障がい児（者）に対するボランティ

ア活動に直接必要な器材の整備

申請期間 平成 2７年７月１７日（金）必着

申請書類などは下記ホームページからダウンロー

ドしてください。

ＨＰ（http://www.akaihane-chiba.jp/）

お問合せは申請窓口へ

社会福祉法人千葉県共同募金会（担当：西原）

〒260-0026 千葉市中央区千葉港 4-3

        千葉県社会福祉センター２Ｆ

ＴＥＬ：043-245-1721

ＦＡＸ：043-242-3338

総合福祉会館休館日

７月 ６日（月）・・・電気設備定期試験

８月１０日（月）・・・鼠族害虫防除

野田市社会福祉協議会およびボランティアセン

ターも休館となります。

6 月 20 日（土）に関宿総合公園体育館で開催された、第 41 回“おひさまといっしょに”にお邪魔

しました。これまで、市内の小学校校庭を会場に開催していましたが、平成２７年度からリニューアル

をし、関宿総合公園体育館に会場を移し開催されました。

体育館の中は障がい者団体、ボランティア団体、小中学生等合わせて、千人を超える人が参加し、始

まる前から大変な熱気です。

笛の合図と共にスタート！棒に吊るされたパンを目指して走りますが、なかなかパンが取れず悪戦苦闘！みなさん笑顔で楽しそ

うです。用意されたパンは、あすなろ職業指導所で作ったパンと市内の企業から協賛していただいたパンだそうです。パンをゲッ

トしたみなさん、とても嬉しそうでした。

その後も「ボール集め」で盛り上がり、最後は「手のひらを太陽に」の手話コーラス。こちらも毎年恒例ということで、何度も

参加している人は上手に手話で表現していました。

閉会式では、参加した障がい者団体の皆さんにメダルが授与され、受け取ったみなさんの表情が誇らしげであったのが印象的で

した。

「おひさまコーナー」では施設で作成した小物やお菓子、パンといった様々なものを販売しており、大勢の

お客さんで大賑わいです。

メインアリーナでは、選手宣誓後、いよいよレクリエーションがスタートします。始めのプログラムは「よ

さこいソーラン」。音楽が流れるなり、たくさんの人が飛び入り参加。みんなで踊り、スタートから大きな盛

り上がりを見せていました。

優
雅
な
フ
ラ
ダ
ン
ス

その後も、「大玉運びレース」、芽吹学園のみなさんが演奏する「おひさま樽太鼓」（毎年恒例だそうで

す！）とプログラムは続き、待ちにまったお弁当タイム！日ごろなかなか交流する機会のないみなさん同

士、話に花を咲かせ、おいしそうに召しあがっていました。

お昼休憩中には、野田レクリエーション協会の方々がニュースポーツを用意。お弁当を食べ終えて、午

後のプログラムを待ちきれないたくさんの方が笑顔で参加していました。

午後のプログラムは「フラダンス」でスタート。優雅な動きに見とれつつ、みなさんで踊りました。

そして続くプログラムは、おひさまといっしょに名物の「パン食いレース」。障がいのある方とボラン

ティアの方がコンビとなり参加します。

白
熱
！
パ
ン
食
い
レ
ー
ス

音響設備・出張ボランティアいたします

ボランティアセンター登録団体の「新幸どんぐり劇団」で

は音響機材の貸出しをボランティアでお手伝いいたします。

電源のあるところであれば、機材の搬入セッティングなどお

手伝いいたします。イベント時などご相談ください！

（マイク、スピーカー、ミキサーなど）

お問合せは 新幸どんぐり劇団

音響担当 新井 090-5203-1001

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


