
センター登録団体に参加団体を募集したところ、下記団体から応募がありました(写真は活動風景です)。 
① 認定 NPO 法人 東葛市民後見人の会 野田支部  ② 野田マジッククラブ 
③ 唄と踊りとお話と 直寿会  ④ 介護・認知症の家族と歩む会・野田 

⑤ 子どもの未来ネットワーク野田  ⑥特定非営利活動法人 野田レクリエーション協会 
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第 ８ 号 

2015.8.15 
(平成 27 年) 

 

のだ市民活動 
 キラキラ 2015 

平成２７年１０月１８日（日） 

午前９時～午後３時 中央公民館 1階 会議室 

産業祭開催期間中の日曜日 

1 ２ 

３ ４ 

５ ６ 

市民活動支援センターでは、新規事業として 
『市民活動団体紹介イベント』を開催します。 
このイベントは、市民団体の活動内容を市民 

に紹介（アピール）し、団体の会員獲得を目指 
します。 
また、市民の「地域活動のきっかけづくり」 

となるよう、市民活動について広く周知したい 
と考えています。 
イベント当日は、参加団体ごとに展示パネル 

を設置して活動内容を紹介します。また、参加 
団体の活動発表もあります。 

☆踊りやマジック、バルーンアートなど 

市民活動団体紹介イベント 

紹介 

あなたに 
「来てみてよかった」と 

言わせたい！ 

お誘いあわせの上 

ご来場ください！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

～NPO 法人 Music Plus One～  
2014 年 1 月設立。当法人は「あなたの身近空間を、生演奏で彩ってみませんか」をスローガ

ンに、個人での音楽活動を営む音楽家を組織化・システム化する事により、多種多様な社会のニ

ーズに応える体制を構築して、あらゆる音楽活動の機会を作り、 

より多くの方に生演奏の感動を体験して頂く事を目指す団体です。 

 様々な楽器を組み合わせ、より多くの音楽活動の場を作り出 

す事により、音楽家の更なる技術向上と新たな価値(PlusOne) 

を促進、音楽家同士の交流及び音楽に携わる人達との幅広い世 

代・地域ネットワークを形成し、またそれらの活動を通じ、文 

化・芸術・社会教育・福祉など様々な分野に広く社会貢献する 

事を目的としています。 

 

【連絡先】 代表者 針生 公博 📱 090-7202-1435 

‡ 登 録 団 体 紹 介 ‡ 

～ア ス ナ ロ 農 園～ 
アスナロ農園では健康を考えて、体によい米や野菜を無農薬、無化学肥料で栽培しています。 

自然に近い農法で取り組みながら人間の命を大事にする 

心をも育てていきたいと思うのです。 

また、田植え、芋掘り、稲刈り、冬にはみそ作りの体験 

等も行っています。そして毎年１０月には収穫祭を開催 

し、アスナロ農園を応援してくださる皆さんと交流を深め 

ています。 

是非一度農業体験や収穫祭に来てみませんか。 
 

【連絡先】代表者 八木澤 孝子 📱 080-5004-3721 

～介護・認知症の家族と歩む会・野田～ 
 

人々の地域との繋がりが希薄になり、超高齢社会の中、独居・高齢者夫婦世帯など親族・家

族の繋がりも希薄になってしまった今日、「安心して暮らし続けられる街」にする為に、日常生

活圏内に、実践的知識を持った市民が数多く生活している事が必要と考え、活動を始めました。 

私達の日常的活動は地域で活き活きと「わがまま」に 

暮らし続ける為に、より身近な場所で学習会等を開催 

しています。高齢者疑似体験会、介護・認知症と家族 

関係、介護・認知症と住環境整備、介護・認知症予防、 

成年後見講座などを市民センター等 自治会・町会・ 

マンション等集会室で少人数（１０～１５人）で実施。 

 

【連絡先】 代表者 北川 邦彦 📱 090-5509-5398 



 

 

 
 
✦台湾の人と語ろう 
 

日時： 8/29(土) 14:30～16:00 

場所： 野田市総合福祉会館 第 1会議室  

参加費： 300円  

主催：野田市国際交流協会・友好交流 

TEL：090-1772-1947(福本) 
 

 
✦アスナロ農園 収穫祭 
 

日時： 10/18(日) 11:00～15:00(雨天中止) 

場所： 野田市木間ヶ瀬 5478-1 アスナロ農園 

参加費：バーベキュー代 

大人 2000 円  小人 1000 円 

申込締切：10/11(日) 

主催： アスナロ農園 

TEL： 080-5004-3721(八木澤) 
 
※最寄駅は川間です。 

電車の場合は送迎しますので 

ご連絡下さい。 

 
✦市民と高校生による朗読劇「詩人 峠 三吉」 
 

日時： 9/13(日) 13:30 開演 

場所： 欅のホール 小ホール 

参加費： 600円 

主催： NPO 法人野田文化研究会 

TEL： 04-7124-0760 
 
 
✦人形劇「かえるくんかえるくん」 

人形劇団 ひぽぽたあむ 

日時： 9/13(日) 14:00 開演 

場所： 野田市北部幼稚園 

対象： 乳幼児～小学校２年生の親子 

参加費： 1,500円/組（追加 1人 800 円） 

主催： NPO 法人野田子ども劇場 

TEL： 04-7124-8419 
 

 
✦野田朗読の会 創立 10 周年記念 

大人のための朗読会「志賀直哉の世界」 
 

日時： 11/15(日)  14:00 開演 

場所： いちいのホール 

参加費： 500円 

主催： 野田朗読の会 

TEL： 080-5406-4800 (加藤) 
 

 
✦認定 NPO 法人東葛市民後見人の会 
 
日時： ９/２６(土) 未定 

(時間は下記にお問合せください。) 

場所： 南部梅郷公民館 

参加費： 無料 

主催： 認定 NPO 法人東葛市民後見人の会 

TEL： 090-9303-2101(加藤) 
 

 
✦NPO 法人野田文化研究会 設立 10 周年記念 

落合恵子講演会 
 

日時： 12/19(土) 14:00 開演 予定 

場所： 興風会館 大ホール 

参加費： 1,000円 

主催： NPO 法人野田文化研究会 

TEL： 04-7124-0760 
 

 
✦えほんの会 
 

日時： 10/7(水) 11:00～12:00 

場所： 商工会議所別館 

対象： 乳幼児と親・10 組 

参加費： 500円/組  

主催： NPO 法人野田子ども劇場 

TEL： 04-7124-8419 

 

 
✦“心のバリアフリー ミニコンサート” 

お互いのちがいを認め合って、 

やさしい風の吹く街に！  

日時： 12/3(木) 12:20～13:00 

場所： つくしんぼ市役所店 

参加費： 無料 

主催： 野田市障がい者団体連絡会 

TEL： 090-2447-7542 (加藤) 
 

 
 

 
 

次回発行の「市民活動つうしん」に掲載する 

「イベント情報」を募集しています。 

✦イベント開催：来年１月から４月まで 

✦募集締切：１１月末 

 

※掲載の対象は、センター登録団体です。 

希望する団体は当センターにご連絡ください。 

  

団体イベント情報をお寄せください！！ 



け い じ ば ん 

 

『市民活動団体交流会』 
実施報告 (7/25 開催) 

 

 

交流会には、22 団体 29 名の方が参加しました。 

初めに下記の団体から、活動内容や団体が抱えている課

題等の発表がありました。 

＜発表団体＞ ✦ NPO 法人たすけあいスプーン 

✦ 野田エコライフ推進の会 

✦ 野田演芸ボランティア「仕出し屋」 

その後、３団体の事例発表をもとに、３グループに分か

れ 20 分間、団体が抱えている課題や問題について意見交

換をし、次のグループへ移動。各グループでは、闊達な意

見交換がなされました。 

皆さんの共通の課題は「会員の高齢化」で、これから一

人でも多くの市民の皆さんに市民活動を理解し参加して

頂くためには、各団体がどう動けばよいかを話し合いまし

た。 

内容は、学校や職場に行って、団体の活動についての出

前講座をする・タウン誌等に会員募集を掲載・口コミが一

番ではないか等々の多くの提案がありました。 

また、「交流会で多くの出会いがあり、うれしかった」

「もう少し内容を良く知りたい」「もう少し時間のゆとり

がほしい」などの感想も寄せられました。 

下記グラフは参加者のアンケート結果です。 

 

 

 
 

 

 

ミニ学習会のご案内 

 
 

 
 

市民活動支援センターでは、下記内容で Word

によるチラシ編集のスキルアップ講座を開催し

ます。 

✦ 参加資格： 

①本センターの登録団体で、PR チラシを作成

経験のある方 

⓶ノートパソコン（Office 2007～2013）

を持参できる方 

③２回の講座に出席可能な方 

✦ 定  員：6 名（1団体 1 名、先着順） 

✦ 実施日時：10月 6日（火）、20 日（火） 

9 時 30 分～12 時（集合：9 時 15 分） 

✦ 実施場所：市民活動支援センター 

（総合福祉会館３F） 

✦ 申込締切：9月 15日（火）正午 

✦ 申込方法：団体名・氏名・電話番号をご記入

の上、Fax または Mail で 

✦ そ の 他：作成したいチラシの構想スケッチ

や過去に作成したものをお持ちください。 

 

― 編集・発行 ― 
 

野田市市民活動支援センター 
 

コーディネーター在室時間 
月・火・木・金 8:30～12:30(祝日除く) 

 

〒278-0003 野田市鶴奉 5-1 総合福祉会館 3F 

TEL 04-7197-1543 / FAX 04-7197-1643 

Mail：noda.siminkatudo@bz04.plala.or.jp 

『パソコン講座』 
～団体チラシ作成スキルアップ！～ 


