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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
                                                     

と き 平成２７年１１月２１日（土） 午前１０時～午後２時

ところ 野田市中央公民館・総合福祉会館・時計の広場

入場無料

参加団体 野田市ボランティア連絡協議会、手作り拡大写本かたつむりの会、野田市国

際交流協会、むらさきの里野田ガイドの会、傾聴ボランティアダンボ、野田市子ども

会育成連絡協議会、生涯学習ボランティアサークルほのぼの会、のだ要約筆記サーク

ルほたる、おもちゃ病院 野田、魁 sakigake、天空、雲雀ハーモニカクラブ、ハーラ

ウ・フラ・オ・プアロケ、野田市介護予防サポートボランティアの会、花あそび松清

会、（社福）はーとふる、蕎麦道楽野田弐八会、（特非）野田文化研究会、（特非）ゆう

＆みい、清水地区社協、西部地区社協、中根地区社協、川間地区社協、明るい社会づ

くり推進協議会、介護・認知症の家族と歩む会・野田

サポート団体 東葛野田福祉会、太子堂地区社協、野田市手話サークルけやきの会

その他 野田地区保護司会、柏人権擁護委員協議会野田部会    （順不同）

発 表
沖縄ｴｲｻｰ、健康予防体操、

ﾌﾗﾀﾞﾝｽ、ﾊｰﾓﾆｶ演奏、     
よさこいｿｰﾗﾝなど

実演・体験
昔遊び、おもちゃ病院、
ｸﾗﾌﾄ体験、要約筆記、

ﾊﾞﾙｰﾝｱｰﾄなど

販 売
ﾊﾟﾝ、ｸｯｷｰ、花、蕎麦、蜂蜜、
めかぶ茶、焼きそば、りんご、

雑貨など

ボランティア
活動展示

小中学生
ポスター展

～みんなが・みんなで・みんなのふくし～

「みんなが・みんなで・みんなのふくし」をキャッチフレーズ

に NPO 法人・ボランティア団体・地区社会福祉協議会など、様々

な団体が活動紹介や発表、実演、体験などを行うイベントです。

※文化会館ロビーでは

「福祉のまちづくりフェスティバル」を開催

鈴々舎馬風一門
寄席鑑賞会

文化会館大ホールで同時開催！

開場 13：00 開演 13：30

（手話通訳、要約筆記、磁気ループあり）

ポスター展＆オープニングセレモニー

ステージ発表

まつりの様子



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、子供、

特技を生かした訪問活動など、様々な分野で100の

ボランティアグループが登録し、活動されています。

ボランティア活動を通じて金銭では得られない貴

重な体験や人とのつながり、生きがいなど様々なも

のを得ることができるでしょう。

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？

「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。

ボランティアセンターでは、ボランティア受入れ施設の案内を社会福祉協

議会事務所入口付近に設置しております。募集内容や施設の写真など、活動

先を決める際の参考にしていただければと思います。

お立ちよりの際はぜひご覧ください。

何かしたいな！
できるかな？ そんな時は・・・

こんな事が
できるわ！

こんな“迷惑ボラ”さんはお断り！

「やってあげている」ボランティア

相手を軽く見たり、「お礼のひとこともな

い」などとごうまんな態度をとるのは×。

せっかくの善意も押し売りでは意味があり

ません。

ボランティア四原則

「聞く耳もたず」ボランティア

相手や受入れ先に合わせて活動する事

がボランティアの基本です。

「私のやり方のほうが正しい」

と自分の判断で勝手な行動を

とることはやめましょう。

「主体性０・場違い」ボランティア

友達に誘われたり先生からすすめられてボラン

ティアを始める人もたくさんいます。

でも、「やる」と決めた以上は取り

組む姿勢が肝心です。ミニスカートや

ヒールの高い靴の場違いボランティア

も×。

ボランティア個人登録のすすめ！ボランティアグループ登録のすすめ！

マナーを守って楽しく活動しましょう

ボランティア受け入れ施設案内を設置しています！

社
協
入
口

施
設
案
内

自発性・自主性 無償性・無給性

社会性・連帯性
創造性

開拓性・先駆性



◆◆◆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

★野田市心身障がい者福祉作業所（鶴奉）

作業補助
・内職作業 ・手芸品作成

定期ボラ
▲あずみ苑清水公園（柳沢）

麻雀のお相手
デイサービス利用者のお相手をしてくださる方

定期ボラ

▲秋桜ヴィレッジ清水公園（清水）

・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

＊月曜～金曜 10：30～16：00
の間で都合のよい時間

＊毎週火曜  13：00～15：00 の間
（回数は応相談）

＊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
くださる方大募集！

◆◆◆イベント情報◆◆◆

編み物の興味のある方、ぜひお越しください

（放課後ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ・児童発達支援施設）

★しあわせの木（中戸）（木野崎）

①学校から帰宅した子供たちのおやつ作りの補助
②子どもたちの昼食やおやつ作りの補助
③お話し相手をしてくださる方

定期ボラ

対象者：18 歳以上（高校生不可）
活動日：応相談

日時：  ①月曜～金曜 12:00～14:00 又は
14:00～15:00

②土曜    10:00～12:00

落語を楽しもう

特別出演

   山遊亭金太郎 師匠も出演します。

ぜひ、ご来場ください。

～笑 紫 会～

日 時：１２月７日（日曜）
１２時開演 １７時 終演予定

会 場：中央公民館 １階講堂
入場料：無料
    

ほのぼの会フェスタ

皆様方に支援をいただき、20 年目を迎えることとなり
ました。そのお礼をかねてのイベントです。ぜひお越し
ください。

～生涯学習ボランティアサークルほのぼの会～

日 時：１１月２９日（日曜）１０時～１５時
会 場：南部梅郷公民館  入場料：無料

◆午前の部
10 時～１２時

①折り紙を中心とするクラ
フトづくり

②風車をシールやテープで
完成して！

③車椅子の操作・介助方法の
勉強(雨天中止)

問合せ：☎０９０－４４１５－３７３８（亀原）

◆午後の部
１３時３０分～１５時
講演会

「江川地区の自然再生とコウ
ノトリが野外で羽ばたくまで」
講師：㈱野田自然ファーム

飼育員 武田 広子氏

日 時：平成 28 年１月２３日（土曜） 午後

内 容：＊３０名くらいで訪問します。

その人数で合唱ができる広さの場所をお持ちの施設を希望します。

  ＊控え室、駐車場のご用意をお願いいたします。

締切り：１１月３０日（月曜）

ボランティアセンターに登録しているボランティアグループ「野田市合唱連盟」では
下記の内容で合唱コンサートを実施できる施設を探しています。
施設等の行事を担当されている職員のみなさま、どうぞご検討ください。
この機会に素晴らしい合唱をお楽しみください！

「ウィンター コンサート」受入施設大募集！

問合せ：☎０９０－４９４８－３６４４（藤原）
    



お邪魔しました
～ 生涯学習ボランティアサークル

ほのぼの会 ～

日にち 時 間 場 所

１１/ １（日） ９：３０～正午 関宿中央公民館

１１/ ７（土） ９：３０～１１：３０ 岩木幼稚園

１１/１０（火） ９：３０～正午 野田聖華幼稚園

１１/２１（土） １０：００～１４：００

（市民ふれあいﾊｰﾄまつり）

総合福祉会館

１１/２２（日） ９：３０～正午 総合福祉会館

活動中

目
隠
し
歩
行
体
験
の
説
明

車椅子体験の説明

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

活き活き輝いて心豊かなまちづくりをしよう！
をモットーに活動を始め、皆様にご支援をいただき
創立２０年を迎えました。

会員１人ひとりが主体的に生きがいのあるライフプランを創造し、自分の興味

のある分野にチャレンジをし、自分を生かすと共に地域社会のなかで新しい仲間

との絆を広げ、積極的な社会参加を目指すという目的のもと集まり、活動されて

います。生涯学習講座の企画実施、学校支援、子ども文化支援、歩こう会、読書

会、料理教室など活動は多岐にわたっています。

その中の子ども支援のひとつ市内小学校での福祉授業「車椅子・目隠し歩行体

験学習」は昨年度、市内１２校での実施となり、長く続けてきた活動が浸透し、また、

学習内容の充実度からも年々依頼校が増えているようです。

「この活動では実施校すべてで地域のご支援を受けており、地域の方々にも活動が

伝わり、お手伝いいただけることは大変うれしく思います。体験学習で学んだことが

街中で障がい者の方にお会いした時、思いやりの気持ちで接する事ができるようきっ

かけになれば嬉しいです。子どもの頃体験した事は心に残るでしょう…の思いを込め

て学習支援のお手伝いをしています」と代表の方のお話しでした。

ほのぼの会 20 年の感謝を込めて！フェスタを開催いたします。是非、足をお運び

ください。フェスタの詳細は前ページをご覧ください。

―公益財団法人車両競技公益資金記念財団―

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

【要項・申請書書類等】

http://www.akaihane-chiba.jp/  

からダウンロードをお願いいたします。

【申請受付窓口】

千葉県共同募金会（担当：西原）

電話：０４３－２４５－１７２１

助 成 金 情 報

【応募締切】

平成 2 ７年１１月２０日（金）必着

平成２７年１２月２９日（火）～

平成２８年 1 月３日（日）

年末年始お休みのお知らせ

茨城県常総市での

災害ボランティア活動報告

９月１０日に発生した茨城県常総市の水害被
災地を支援する為、ボランティアの皆さまにご協
力をいただき、ボランティア・ワゴンを運行して
被災された方々の生活再建の為、被災地において
の片付けや泥だし、床板はがし、農道整備のお手
伝い等のボランティア活動を実施しました。
休日はボランティアの供給がある為、平日支援

での実施です。９月１７日より募集を開始しまし
たが、雨天時は災害ボランティアセンターがお休
みの為、９月２８日～９月３０日までの期間にお
いて述べ８名の方にご協力をいただきました。皆
さま誠にありがとうございました！

―中央労働金庫 中央ろうきん助成プログラム―

“ひと・まち・くらし”づくりを応援します。

【要項・申請書書類等】

http://chuo.rokin.com/about/csr/assistance/as

sistant_program/guideline/

からダウンロードをお願いいたします。

【申請受付窓口】

中央労働金庫総合企画部(中央ろうきん社会貢献基金事務局)

電話：０３－３２９３－２０４８

【応募期間】

平成 2 ８年１月４日（月）～１４日（木）必着


