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11 月 22 日（土）に「分野別交流会」を開催しました！ 
 

野田市ＮＰＯ・ボランティアサポートセンター運営協議会主催による「分野別交流会」を

11 月 22 日(土)に開催いたしました。交流会のテーマは、《福祉》と《子ども》、２4 団体

２８名の方にご参加いただきました。 
 

初めに活動内容を分野の代表として、 

《福祉》では「野田市介護予防サポートボランティアの会」、 

《子ども》では「ＮＰＯ法人 野田子ども劇場」の両団体に発表し

ていただきました。 

参加された皆さんからは「今後の市民活動の参考になった」と

の声が多く聞かれました。 

その後《福祉》11 団体 13 名と、《子ども》14 団体 15 名に

分かれて交流。それぞれの団体が抱えている課題や問題点等を意

見交換しました。 
 
* 以下は、意見交換された主な内容です。 

 
《福祉》の分科会では、「会員数が増えない」課題・

悩みに関する意見交換をし、効果的事例紹介や要望

が多く出されました。 

・メディアやタウン誌の活用が効果的なため、積極

的に取り組む必要がある。 

・公民館講座や公の施設との連携で成果が出ている。 

・今後は、市のホームページとリンクした市民活動

の情報発信がぜひとも必要。 

・今回の参加者でネットワーク化に向けた情報交換

を密にしていきたい要望がありました。 
 

 
《子ども》の分科会では、「資金不足」についての意

見交換をしました。 

・企業からの賛助金を多く確保している団体からは団

体の内容をきちんと広報して賛同を得ることが大事

との話がありました。 

・助成金を活用している団体からは、助成金を得られ

るということは団体の活動が社会的に必要だと認め

られたということで、自信と責任を感じた。 

・助成金についての情報がもっと欲しい。 

・子どもの分野のネットワークが必要という意見もあ

りました。 
 

〈参加団体のアンケートから〉 

●参考になった点 

・ネットワークを組めそうな団体と知り合う事が出来た。 

・分科会でいろいろな財政資源の獲得の話を聞けた。 

・子どもとお年寄りのことは、どこでも課題だが、地域でこれだけ立派な団体を立ち上げて活動している 

状況がわかった。 

●今後の課題 

・団体のネットワーク化を促進していきたい。  ・分科会のテーマは事前に教えていただきたい。 

・一緒にネットワークを組めるように団体の情報をもっとオープンに公表してほしい。 

・広報手段として回覧もよいがホームページなどでサポートセンターの内容や活動などを知らせてほしい。 

●全体的なご意見、ご感想 

・分科会の時間が足りない。・時間が少ないが今回はテーマを絞ることで話が進んだように思えた。 

・団体の活動発表を増やして、質疑の時間を確保した方が良いのではないか。      
～ ご参加・ご協力くださった皆さん、ありがとうございました ～ 



 

‡ 登録団体紹介 ‡ 
 

～NPO 法人 未 来 塾～ 
未来塾の大きな特徴は、高校卒業資格への道が開かれていることです。個人指導ですので、対人関

係でつまづいた不登校生徒の勉強と居場所に最適です。小学 2 年
生から大学生まで在塾しています。 
① 高校中退者の例 
人間関係・病気などで高校を中退した方に未来塾で学んでいただ
いて不足単位を補充し、高卒の資格を取得します。週に 2～３日
の登校でほぼ 100％の方が 1 学期分の単位取得ができます。 

② 学校になじめない高校生の例 
1 年生から未来塾で学び、高校卒業資格を取得しています。 
また年齢は問いません。 

③ 不登校中学生の例 
個人指導ですので、対人関係や発達障害などで学校に不適応に 
なっている生徒が学んでいます。この場合中学校で出席扱いにしてくれます。 

④ その他の事例 
授業に遅れがちな生徒、外国人、知的障害など。 
          【連絡先】代表 飯田 忠雄 04-7122-8904 

  

～ボランティアグループ サポート日の出～ 
平成 18 年 日の出町の有志 40 数名で設立。 

主な活動は、 

①地域の交流の場として「ワンコイン喫茶ハーモニー」 

 の運営。１００円でコーヒーなどお代わり自由、 

周りの人の迷惑にならなければ何をしても、 

何時間でも OK。市内ボランティアの皆さんに 

よるご支援で、ミニコンサートなども開催。 

②「子ども健全育成支援」として、 

ⅰ)思い出づくり行事」田植え、七夕飾、イモ掘り、 

しめ縄づくり、陶芸、絵手紙など。 

ⅱ)小学校通学路の見守り(年間見守り参加延べ人数 800 名) 

ⅲ)谷吉子ども館行事支援(夏、秋)  

       【連絡先】代表 平塚 敦郎 04-7129-6915 
  

 

～～生前整理・遺品整理をご存知でしょうか？～～ 

ゴミの片付けと思っている方々がほとんどだと思いますが、まったく違います。 

人生の卒業式を安心して向かえる準備と今までの人生を振り返り確認する大切な作業なのです。 

ほとんどの方々が自分はまだ元気だし大丈夫だからと先送りにしていますが、年齢や状況にかかわ

らず、今しなければ意味がありません。高齢化社会が深刻に進む日本では、セカンドライフのことは

誰でも考えます、しかし死を前向きに捉え準備される方はほとんどいらっしゃいません。サードライ

フのプランをたててみませんか？生前整理や遺品整理は相続にも関わる大切な作業です。当ＮＰＯ法

人では独居老人や高齢者のみの世帯へのサポートも行っております。 
 

      

 

相談無料 相談無料 



 

 

 

◇しゃべり場だんだん 落語の会 
 

日時：1/24(土) 14:00 

場所：しゃべり場だんだん(七光台駅前) 

主催：しゃべり場だんだん 

TEL：090-9230-1860(高梨) 
 

 
◇子どもと楽しく遊ぶ文化講座 

① 1/25(日) ペープサートづくり 

② 2/11(水・祝) 人形劇をつくろう 

③ 2/15(日) 紙芝居の演じ方 

④ 2/22(日) エプロンシアター・手遊び 
 

場所：野田市総合福祉会館 

時間：13:00～16:00 

参加費：1回につき 500 円 

講師：和気瑞江氏 荒木文子氏 

主催：NPO 野田文化研究会 

TEL/FAX：04-7124-0760 
 

 

◇懐かしい映画を楽しむ集い 

ドキュメンタリー「日本と朝鮮半島 2000 年」 
 

日時：2 月 7日(土) 13:30 

場所：野田公民館集会室 

参加費：無料 

主催：コーディネーターズ・のだ 

TEL/FAX：04-7129-2438(佐々木) 
 

 
 

◇フレンドシップミニサロン 
 

日時：2/15(日) 14:00～16:00 

場所：南部梅郷公民館 講堂 

参加費：300円(要予約) 

主催：国際交流協会 

問合せ：090-1772-1947(福本) 
 

  

◇仕出し屋発表会 
 

日時：3/7(土) 12:00～16:00 

場所：中央公民館講堂  入場無料 

主催：仕出し屋 

TEL/FAX：04-7125-5662(鎌田) 
 

 
 

◇V 連のつどい 

日時：3/8(日)   13:00～16:00 

・講演：「私らしく生きる」中村和子氏 

  13:45～14:45 

・コンサート： 15:00～16:00 

場所：野田市役所 8F 大会議室 

費用：無料 

主催：野田市ボランティア連絡協議会 

問合せ：野田市社会福祉協議会(7124-3939) 
 

 
◇うまれるって ステキ ふしぎ 

～子どものなぜにこたえる性教育～ 

日時：3/7(土) 14:00～16:00 

場所：総合福祉会館 3F 第 3 会議室 

対象：年中～小 3の親子 15 組 

費用：親子一組 1,000円 
(追加１人 500 円) 

主催：NPO 法人野田子ども劇場 

TEL/FAX：04-7124-8419  
 

◇ひまわり学習会【説明会】 
 

日時：毎週第 2 土曜日 18:00(約 1 時間予定) 

場所：野田公民館 研修室(欅のホール 4F) 

対象：小学 4 年～中学 3 年(受講条件あり) 

(試行期間：9 月～3月・本格実施：4 月より) 
※個別の面接を希望される方は、下記に予約願い
ます。 

主催：学習支援ボランティア 

問合せ/予約：04-7129-243８(佐々木) 

◇楽しく傾聴を学ぶ講座 

日時：3/12(木) 13:00～16:00 

参加費：1,000円 
 
◇チャイルドライン千葉受け手ボランティア養成講座 

日時：3/12(木)～7/10(金) 13:00～16:00  

参加費：12,000円(全講座) 各月 2 回 
 
場所：野田商工会館 

主催：NPO 法人野田子ども劇場 

TEL/FAX：04-7124-8419 

 

団体情報をお寄せください！！ 
団体の情報、イベント告知などを「市民活動つうしん」に掲載します。希望する団体は当センターに掲

載内容をご持参いただくか、FAX や E メールでお送りください。次号は６月から 8月までのイベント情

報を掲載いたします。締め切りは３月末です。 

なお、内容によって掲載できない場合もございますのでその際はご了承ください。 
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◇◇◇ コーディネーター紹介 ◇◇◇ 

はじめまして。昨年 10月よりコーディネーターとしてお世話になっ

ております。平成 24年 3 月までの約 10 年間は、地域のコミュニティ

作りやボランティア養成とその活動・推進をする公民館事業に携わって

きました。これからは私の好きな座右の銘の「本気」で、皆さんの活動

がより発展できるようサポートさせて頂きます。     三友 明夫 
 
 

  

  
野田市ＮＰＯ・ボランティアセンター運営協議会について 

 

ＮＰＯ・ボランティアサポートセンターの機能を強化するため、

ＮＰＯやボランティア活動などの経験を持つ市民で構成された「野

田市ＮＰＯ・ボランティアサポートセンター運営協議会」がより良

いサポートセンター運営のためのさまざまな検討を行っています。 

現在のサポートセンターは野田市による運営ですが、将来はこの

運営協議会による運営を経て、市内ＮＰＯによる運営に発展させ、

市民による市民のための施設となる事を目指しています。 
 

 
 

◇◇◇運営協議会委員紹介◇◇◇ 

会 長 武智多恵子 

委 員 石川 秀勇 

委 員 加藤 満子 

委 員 酒井 幸子 

委 員 多田   獎 

副会長 鎌田 文彦 

委 員 岩井 勝治 

委 員 金山 喜昭 

委 員 竹澤 勇司 

委 員 中山 禎子 

(委員は五十音順) 

 

 

明けましておめでとうございます。 

サポートセンターも開設して３年目に入ります。 

登録団体も増えてサポートセンターへの期待の大きさ

をひしひしと感じています。 

今年も皆さんと一緒に市民活動の力になるようなサ

ポートセンターにしていきます。よろしくお願いいた

します。              《コーディネーター 荒井》 

  
―編集・発行― 

 
野田市 NPO･ボランティアサポートセンター 

 
月・火・木・金 8:30～12:30 

〒278-0003 野田市鶴奉 5-1 総合福祉会館 3F 

ＴＥＬ：04-7197-1543 

ＦＡＸ：04-7197-1643 

Ｅ-mail：noda.npo-saposen@bz04.plala.or.jp 

 
《 実 施 報 告 》 

 

★ 本年度、サポートセンターの事業として 2 つ 

の「ミニ学習会」を実施しました。 
 

【助成金についてのミニ学習会】10/14(火)実施 
・参加者：7 名(5 団体) 
・講 師：ＮＰＯ法人子育てネットワーク 

ゆっくっく 理事長 板垣 光子 氏 
 

助成金を利用して様々な事業を行っている団
体の事例を紹介しながら学習しました。 
 

【パソコンのミニ学習会】12/12(金)実施 
・参加者：8 名(6 団体) 
・講 師：野田市国際交流協会 

    福本 豊二朗 氏 
 
プレゼンテーションに活用でき 

るパワーポイントの編集について 
パソコン講習を実施しました。 

 講 座 の ご 案 内  
 

 
 
 
 
 

サポートセンターでは、ＮＰＯ法人認証後の事務

手続(事業報告・会計報告)に不安のある市内の NPO

法人の方を対象に、実際の手続について学習会を開

催します。実務の確認や見直しにもなりますので、 

ぜひご参加下さい。 
 
◇日 時：１月２８日(水)１４時～１６時 

◇場 所：野田市役所 ２階 中会議室 

◇対 象：野田市内のＮＰＯ法人 

◇講 師：千葉県 環境生活部 県民生活・文化課 

NPO 法人班 副主査 花島 和人 氏 

◇参加費：無料 

◇申込み：電話または直接当センターへ 

 

千葉県出前講座 
『ＮＰＯ法人学習会』を開催 


