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◆開設時間 月曜～金曜 午前8：30～午後5：15

                                                 

日 時・・２月２７日（土）
８：３０集合 １６：３０ 解散予定

集 合・・市役所１階ロビー
内 容・・知的障がいのある皆さんとボランティアのバスハイク（久喜市・川口方面）

イチゴ狩り・NHKアーカイブス・彩の国ビジュアルプラザ見学
人 数・・ボランティア２０名程度

参加費・・昼食代１，０００円

「野田市手をつなぐ親の会」と「野田市社会福祉協議会」が共催で年に３回実施している

「じょいんと」。春は皆さんお待ちかねのイチゴ狩りです。NHK アーカイブス・彩の国ビジュ

アルプラザ見学も予定しています。

「じょいんと」は知的障がいのある皆さんとボランティアの体験とふれあいのつどいです。

ボランティアが初めての方にも参加しやすい内容ですよ。お待ちしてま～す。♪♫

野田市ボランティアセンターでは、奇数月の 15日にボランティア通信を

2,000部発行し、ボランティア情報を野田市在住・在学・在勤の皆様にお届け

しています。今年の 11月には記念すべき 100号を発行する予定で、なお一層

の紙面の充実を図り、皆様に身近なボランティアセンターを目指していきたい

と思います。ボランティア通信はボランティアセンター・市内 4駅・図書館・

公民館・郵便局・市役所・関宿福祉センターやすらぎの郷等で入手していただ

けますが、野田市社会福祉協議会のHP(ホームページ)でもご覧いただけます。

HPではボランティア通信ではお伝えしきれない新しいボランティア情報も随

時更新されています。

是非ご活用ください！    ＊野田市社会福祉協議会で検索

野田市ボランティアセンター個人登録者数   263人

明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。

皆様と「ご猿」が
ありますように！

春のじょいんと ボランティア募集！

えん

【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

ボランティアセンター

グループ登録数が100

団体を超えました！

皆様と「ご猿」が
ありますように！

野田市ボランティアセンターグループ登録数  102団体（1,980人）
✿平成28年1月1日現在
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視覚障がい者との交流や音訳活動をしているボラ

ンティアグループ「あいの会」と野田市社会福祉協

議会が共催の初級朗読（音訳）講座 基礎・実践編

が6月2日～10月20日（全15回）の日程を終了

し、6名の方が修了書を手にしまし        

た。基礎編を終えた段階で5名の        

方が「あいの会」に入会され、楽          

しく真剣に音訳を学ばれています。

聴覚障がい者の福祉に関心と理解があり、受講

後も活動を続けられる方、手話通訳者を目指す方

を対象に6月11日から始まった野田市手話奉仕員

養成講座（前期）は27回の全日程を12月24日

に終了しました。長丁場の日程        

でしたが、皆さま毎回熱心に取        

り組まれていました。

内容  ：健康講話 13:35～

     ＊元気長寿とは *元気の秘訣（食事・こころ・運動）

     予防体操 14:10～

    ＊リズム体操 ＊レクリエーション

講師  ：大月 直美（公益社団法人日本フィットネス協会認定エアロビックダンスエクササイ
ズインストラクター、野田市介護予防教室、はつらつ教室等の担当講師）

主催  ：野田市ボランティア連絡協議会

後援  ：野田市・野田市教育委員会・野田市社会福祉協議会

問合せ：野田市ボランティア連絡協議会 （齋藤 ☎090-2457-1453）         

市報の音訳模擬体験

地区社協ボランティアスタッフ懇談会

手話講習の一コマ！

場所  ：野田市役所 8 階 大会議室

元気長寿に向けて今やっておくべきエクササイズ‼

日時  ：平成 28 年 3 月 6 日（日）13:30～15:30（開場 13:00）

入場無料

ボランティアのつどい

懇談会の様子

手話通訳・要約筆記

磁気ループあり

運動しやすい服装で

お越しください

秋のじょいんと

地区社協ボランティアスタッフとして前向きに生活していらっしゃる皆さんにとって

この講座は今をさらに楽しむためのヒントになったようです。

12月4日（金）と12月15日（火）の2回にわたり「いざに備えて豊かな老後のために」というテーマ

で「NPO法人老いじたくあんしんねっと」を講師に招き、開催しました。内容は、遺言・相続・成年後見

制度・高齢期のライフプランなど今すぐ知りたいことばかり。午後の２時からという睡魔の襲ってくる時間

にもかかわらず、皆さんばっちりと目を開けて熱心に講義に耳を傾けており、講義の最後にもうけられた質

疑応答の時間は時間を超過してしまうほどの盛況ぶりでした。このテーマに対する皆さ         

んの関心の高さがうかがえます。

野田市手話奉仕員養成講座(前期)初級朗読（音訳）講座基礎・実践編

11月29日(日)毎年恒例の「秋のじょいんと」がNPO法人野田レクリエーション協会

と18名のボランティアの方々のご協力のもとに勤労青少年ホームの体育室にて行われ

ました。ボランティアと知的障がいのある皆さんがペアになり、よさこいソーランや大

玉ころがしや玉入れなどで身体を動かしました。当日は晴天で気温も上がり、思いっき

り体をのばして競技を楽しみました。



◆◆◆イベント情報◆◆◆

日 時：平成 28 年 2 月 20 日(土)
１３：００～１６：００

場 所：中央公民館１階 講堂
参加費：無料
主 催：雲雀ハーモニカクラブ
問合せ：☎ ０８０－１０６５－２４６５(横田)

定期ボラ

日時：火曜日～土曜日 13：30～15：30 ぐらい
  月に２～３回程度
  ＊活動日は応相談

【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

定期ボラ

◆◆◆ボランティア募集◆◆◆

定期ボラ

記号説明 ▲高齢者施設 ★障がい者施設

  

＊編み物の興味のある方、ぜひお越しください

日時：月曜～金曜 10：30～16：00 の
     間で都合のよい時間

★野田市心身障がい者福祉作業所（鶴奉） ★しあわせの木（中戸）（木野崎）

内容：
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

対象者：18 歳以上（高校生不可）▲癒しのデイサービス野田（山崎）

野田市演芸ボランティア

「仕出し屋」発表会

日 時：平成 28 年３月５日(土)
  １３：００～１７：００

場 所：中央公民館１階 講堂
参加費：無料
主 催：野田市演芸ボランティア「仕出し屋」
問合せ：☎ ０４－７１２５－５６６２(鎌田)

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

②土曜    10:00～12:00
＊活動日は応相談

内容：作業補助
・内職作業 ・手芸品作成

  

（放課後ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ・児童発達支援施設）

日 時：平成 28 年４月１７日(日)
  ９：００～１６：００

  ＊診療受付時間は終了 30 分前まで
場 所：興風図書館 ２階 会議室
内 容：この病院はこわれたおもちゃを無料

で治します。
   おもちゃ遊びコーナー、おもちゃ修理

コーナーあり
問合せ：おもちゃ病院野田

☎ 04-7120-1228 (久保)

表現グループゆらぎ公演

山本周五郎「春いくたび」「花宵」

日 時：平成 28 年３月１２日(土)
１部開場１２：３０ 開演１３：００

   ２部開場１５：３０ 開演１６：００
場 所：ピアノプラザ５階 ピプラホール
参加費：１，０００円
主 催：表現グループ ゆらぎ
問合せ：☎ ０４－７１２４－５２０７(三谷)

内容：簡単な作品作りのお手伝い
   （例：砂絵とか切りばりなどのキット）

「おもちゃ病院野田」

“興風図書館子どもまつりで開院！！

雲雀
ひ ば り

ハーモニカクラブ

定期発表会及び薮
やぶ

谷
たに

幸男先生独奏会



お邪魔しました

～いちいハーモニー～

日にち 時 間 場 所

1/16 (土) ９：３０～正午 岩木幼稚園

1/18 (月) ９：３０～正午 野田聖華幼稚園

1/24 (日) ９：３０～正午 総合福祉会館

2/7 （日） ９：３０～正午 関宿中央公民館

2/13 (土) ９：３０～正午 岩木幼稚園

2/22 (月) ９：３０～１１：３０ 子育て支援センター

2/23 (火) ９：３０～正午 野田聖華幼稚園

2/28 (日) ９：３０～正午 総合福祉会館

3/6 (日) ９：３０～正午 関宿中央公民館

3/8 (火) ９：３０～正午 野田聖華幼稚園

  

～～新新・・ボボラランンテティィアアググルルーーププののごご紹紹介介～～
ボボラランンテティィアアセセンンタターーにに新新ししくく登登録録さされれたた

ググルルーーププののごご案案内内でですす。。

活動中

おもちゃ病院 野田開院のお知らせ

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

木間ヶ瀬公民館主催の童謡・唱歌を歌う講座の講師と卒業生
で平成１８年に結成。平成２４年度よりボランティアグループ
として市内の高齢者施設、幼稚園、保育所等で活動されている。

「リバースハーモニカクラブ」

今日は、市内のデイサービスでの活動にお邪魔しました。聞いていただくのではなく、

皆さんと一緒に歌って楽しむということをモットーに活動されているとうかがっていたの

ですが、活動中にお邪魔して納得です。正面には大きな手書きの歌詞カードとリーダー。

デイサービスの利用者の前に並んで歌うのではなく、メンバーが利用者さんの間に入り込

んでお顔を拝見しながら一緒に歌います。前半は時節柄クリスマスやお正月の曲、後半は

利用者の皆さんの青春を彩った懐かしのメロディ。

この日利用者さんを一番ひきつけていたのが、「ああ人生に涙あり」という曲。ご存知

「水戸黄門」の主題歌♪です。あのメロディの力は偉大でした！！！主題歌に合わせ椅子

に座って行う体操もとても気が利いていて、男性の方々も積極的に参加して下さり、大い

に盛り上がりました。「持ち時間がもっとある時は童謡桃太郎の歌に合わせた体操を実施

したりマジックを披露したりするんですよ。残念でしたね」「共に歌うことで皆さんから

元気をいただくことも多いです」「自分たちも楽しい時間が過ごせて終わった後はいい気

分になりますよ」と明るく語って下さった「いちいハーモニー」の皆さん。会員同士の仲

の良さがにじみ出ているような暖かさが残り「また来てね」の声が多いのも納得でした。

水戸黄門の歌で体操は傑作！

利用者の皆さんの間に入って♪

私達のクラブは平成 4 年にハーモニカの趣味

を持っている仲間達で発足しました。北部公民館

での練習の傍ら、野田市内及び市外での福祉施

設、自治会のイベント等で演奏させて戴くことと

なり、主に楽しい曲、懐かしい曲を取り入れ、大

変喜んでいただいております。

今後もより良い活動

行って参りたいと思っ

ております。

施設でのボランティアの様子♪

平成２７年１１月２１日（土）第１４回市民ふ

れあいハートまつりに３５のボランティア団体

が参加し、開催されました。今年は駐車場の確保

が難しく、フリーマーケットは中止となりました

が、晴天で気温も高く絶好                

のおまつり日和となり、大勢        の        

の来訪者でにぎわいました。      

日時：２月 11 日（建国記念日）

   11：00～

場所：イオンノア店

みんな遊びに来てね！

にぎわう中央公民館前の時計の広場


