
市民活動講演会盛況に開催 !! 
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１月３０日（土）、キッコーマン総合

病院の久保田院長を講師に迎え、市民の

方と市民活動団体を対象に「健康

寿命を延ばす市民活動の勧め」と

題する市民講演会が開催されまし

た。定員５０名を超える参加者は、

講師の長年の幅広い知見とユーモ

ア溢れる話術に酔いしれ、大満足

の 2 時間を過ごしました。 

講演で講師が力説されたことは、幸せな加齢のための

５つの条件は、栄養・運動・人との交流・新しい概念の受容性・前向きな思考とのこと。特に、生きがい・

目標を持つこと！今日の目標、3 ヶ月先の目標、5 年後・10 年後の目標を明確に持つことで、健康寿命

を延ばせるとのこと。 

参加者からは多くの反響を頂きました。その代表的感想を紹介しますと、「先生のユーモアあふれるご

講演、内容の濃い 2 時間でした。参加者は自分自身の健康管理を見直せたと思います。」とのことです。 

市民活動を実践することが、結果的に健康寿命を延ばすことに結びつくのではないでしょうか。 

 

 
 

千葉県と野田市の共催事業として、市民

活動団体マネジメントセミナー～組織・資

金調達について～と題した研修会（2 月

13 日(土)10 時～16 時）が市民活動団体

を対象に実施されました。 

長時間の研修にもかかわらず、19 団体

23 人が参加し、午前中は講師による講

義、お昼はランチタイム交流会として「オカリナサークル“森

音”」「雲雀ハーモニカクラブ」さんの協力で音楽を聞きなが

らの楽しい時間となりました。午後はグループに分かれて、イ

ベントの企画ワークを実習し盛り上がりました。 
 

 
 

・一日 6 時間は時間がとりにくく、半日で複数日が望ましい。 

・良い企画で、すぐ団体に役立つ講座でした。 

・内容が濃く一回では理解できないところもあったが、大筋理

解できて良かった。 
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市民活動マネジメントセミナーを実施しました。 

  

寄せられた参加者の感想を紹介します。 

ハーモニカ演奏 

オカリナ演奏 

研修の様子 



 

 

 

    

✺✺✺ 新幸どんぐり劇団 ✺✺✺ 
 

主に関宿を中心に 15 年位活動を続けている「どんぐり劇団」が、 

2 年前に「新幸どんぐり劇団」と改名し、目下 NPO 法人の申請準備中。    

今日は芝居の稽古場にお邪魔しました。というのも野田市から防犯組合

の研修会に「振込詐欺」の寸劇を依頼され、その稽古の真っ最中。６人

のメンバーで 3 つのパターンの寸劇をするとのこと。台本と演出の新井さ

んのユニークで大胆なストーリーに、メンバーから直しがドンドン出され、楽しく劇づくりといった雰囲気。

そして 2 月 5 日の文化会館での本番では 500 人のお客様を前に、どんぐり劇団の得意とする歌ありの寸劇

を熱演。本物の警察の方がストーリーの解説をするという演出で防犯のことが観客の皆さんに伝わり、どん

ぐりさんもほっと一息。「緊張したー」「あがって足ガクガクだつたー」など楽屋で大騒ぎ。 

依頼した野田市からは、これから自治会等の防犯活動に広がる事を期待しますとのこと。いちいのホール

で再演が決まり張り切って稽古してます。    【コーディネーター 荒井】 

✺✺✺ ＮＰＯ法人 ゆう＆みい ✺✺✺ 
 

「こんにちは！」とドアを開けると、広々とした明るい部屋の空間に

子どもたちのかわいい声と笑顔がいっぱいです。子どもの安全を第一に

この日先生は 5 名、.子ども一人ひとりに対応し、トイレ・挨拶・食事等

気を配っているとのこと。 

発足当初は子育て中のママの応援から始まりましたが、現在は０歳か

ら３歳の親子への子育て支援として、子育てサロン・一時預かりを運営

しています。 

また、野田市の委託を受け“シルバーサロン”や生活支援“たすけあ

いの会”等、地域を元気にする活動を行っています。「私達が目指すの

は子育てや介護など地域に暮らす人々が支え合う街づくり」ですと倉林

さんは語る。 

少子高齢化が進む中、誰もが安心して住み続けられる街づくりの担い手としてボランティアや NPO 法人

の果す役割は大きい。       【コーディネーター 小口】 
 

✺✺✺ 関宿ふれあいサロン ✺✺✺ 
 

『関宿ふれあいサロン』は、公民館活動をしてい

るサークルや個人が好意的にコラボ出演するユニ

ークな社会教育型の活動団体です。「観て・聴い

て・唄って参加」をモットーに、ケア施設や保育

所で舞踊・フラダンス・朗読・紙芝居・ギターの

弾き語り・ハーモニカ演奏・懐メロ・コーラス・

マジック等を飽きさせないメニューで提供してま

す。出演者は幼児から 91 歳と幅広いことや、舞

台案内のナレーターが進行することも訪問先の高評価の

秘密とか・・・。 

個人ではボランティアに参加しにくいとお悩みの方、

コラボで楽しい共演ができるサロンに参加されてみては 

如何ですか。  【コーディネーター 三友】 

登録団体訪問記 

上記 3 団体に関する問合せ先は市民活動支援センターへどうぞ！ 



 

❆第４回 野田マジッククラブ発表会 
人 
日 時： 平成 28 年 5 月 29 日（日） 

開場 13:00 開演 13:30 

場 所： 欅のホール（３階） 小ホール 

参加費： 無料 

主 催： 野田マジッククラブ 

問合せ： 080‐3084‐8495（難波喜美男） 
 
 
 

❆親と子の食育体験教室 
 
日 時： 平成 28 年６月５日(日)９:30～12:00 

場 所： 中央公民館 調理実習室 

対 象： ４歳～小・中・高校生・大人 

参加費： 500 円/人・昼食付 

主 催： NPO 法人日本綜合医学会 野田 

問合せ： 04‐7123‐３892（古矢 勝） 
 
 
 
❆作って遊ぼう！クラフト飛行機 
 
日 時： 平成 28年 7月 2 日（土）10:00～12:00 

場 所： 柳沢小学校 校庭  雨天 体育館 

対 象： 幼児～大人 

参加費： 500 円/人 

主 催： ＮＰＯ法人野田子ども劇場 

問合せ： 04‐7124‐8419（10～17 時 水・金） 
 
 
 

❆ミニ運動会 
 
日 時： ７月 24 日（日）10:00～11:30 

場 所： 北コミュニティ会館 

参加費： 乳幼児～小学校低学年 

主 催： NPO 法人子育てネットワークゆっくっく 

問合せ： 04‐7129‐8089 
 
 
 

❆Music Plus One presents 真夏のライブ 
 
日 時： 7 月 31 日(日)13:00 開場 13:30 開演 

場 所： Studio WUU [柏市] 

参加費： 前売 2,000 円＋1 ドリンク注文 

     当日 2,500 円＋1 ドリンク注文 

主 催： NPO 法人 MusicPlusOne 

問合せ： music-p-o@music-p-o.info 

 

❆寺子屋講座（まちの仕事人講座） 

「中国医学・推拿（すいな）・ツボで季節の養生法を知

る～治療を高め、病気にならないカラダづくりを～」 

日 時： 平成 28 年 6 月 5 日（日）13:30～15:30 

場 所： 野田市民会館 松竹梅の間 

参加費： 一般 500円・学生 250円・中学生以下無料 

主 催： NPO 法人野田文化広場 

問合せ： 04‐7124‐6851（先着 20 名） 
 
 

❆ 沖縄エイサー講習会 
 
日 時： 平成 28年６月５日（日）～10月２日（日）

  全 11回 

場 所： 北部小学校体育館・総合福祉会館 

対 象： ４歳～小・中・高校生・大人 

参加費： 親子 3,000 円  子どものみ 1,500 円 

大人のみ 5,000 円 

主 催： NPO 法人野田文化研究会 

問合せ： 04‐7124‐0760 
  
 

❆まめっこフェスティバル 
 
日 時： 平成 28 年７月 18 日(月祝)10:00～13:00 

場 所： 野田公民館（欅のホール内） 

参加費： ひと家族 300 円 

主 催： まめっこフェスティバル実行委員会 

問合せ： 080‐4427‐7280(担当 大澤) 
 
 

❆絵手紙で暑中見舞いを出そう！  
日 時： ７月 27 日（水）10:00～12:00 

場 所： 野田市商工会館 ２階会議室 

対 象： 小学生 15人 

参加費： 500 円／人 

主 催： ＮＰＯ法人野田子ども劇場 

問合せ： 04‐7124‐8419（10～17時 水・金） 
 
 

❆高校生と市民による朗読劇 1945･ヒロシマ･ナガサキ 
 
日 時： 9 月 18 日（日）13:30～15:00 

場 所： 欅のホール（３階） 小ホール 

参加費： 600 円/人 

主 催： NPO 法人野田文化研究会 

問合せ： 04‐7124‐0760 

 

団体イベント情報を募集中！！ 
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：平成２８年 10 月から 12月まで 

✦募集締切：平成 28年 8 月 12日（金） 

※掲載の対象は、センター登録団体です。 

※希望する団体は、当センターまでメールまたは Fax

でご連絡ください。 

    



 
 

28年度新企画 

市民活動元気アップふぇすた 
 

 

野田市の市民活動団体の活動を多くの市民に知っ

て頂き、団体同士の交流を図ることを目的にしたイ

ベントを開催します。支援センターの今年度のビッ

クイベントです。登録団体の皆さん是非参加ご協力

ください。 
 

 期日：2017 年 2 月 12 日（日）予定 

 場所：中央公民館、総合福祉会館 

 参加団体募集：6 月頃予定 
 

 
 

ＮＰＯ法人対象の講座(千葉県出前講座) 
 

 

今年度は皆さんから要望もありました、「行政と

市民の協働のまちづくり講座」です。 

※7 月下旬実施予定 

 
 
 

なんでも相談日を開催します 
 

 

 毎月第 3 水曜日 9:00～12:00 

特に、NPO 法人の立ち上げ、その他 NPO 法人に

関する事、市民活動保険、パソコンに関する事なん

でも。必ずお電話等で予約をしてください。 
 
 
 
 
 

～～～市民活動支援センター長紹介～～～ 

●４月１日からセンター長になりました釜田です。 

今年の３月末日まで野田市教

育委員会生涯学習部で文化・芸

術・スポーツ・子どもの健全育

成など生涯学習に関する仕事

をしていました。 

これまでの経験を活かして、 

１日も早く、市民活動支援セン

ターの仕事に慣れ、市民活動団

体の皆様のお役に立ちたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 
 
《センター長 釜田 正雄》 

 
ミニ講座の開催 

 
 

昨年度実施し好評の講座を引き続き実施します。 
 

 市民活動助成金講座 

パートⅠ：基礎講座 6 月 10 日(金)10:00～12:00 

※但し助成金の紹介、申請についての基本等 

パートⅡ：申請書の書き方実務 10 月上旬 

パートⅢ：報告書の書き方実務 1 月下旬 

 
 

 パソコン講座 

昨年度実施しました「チラシ作成」の講座が実践

的で役立ったとのご意見を頂きましたので、実用的

なスキルを研修します。 

・テーマ：団体活動チラシ作成のワンポイント 

・予定期日：9 月～10 月に 3 回開催予定 

（詳細は決まり次第ご案内します。） 
 
 

 
 

フリースペースの予約利用のご案内 
 

 

支援センターのフリースペース利用が予約できる

ことになりました。 

❖利用の受付：利用日の２週間前から、窓口か電話 

❖予約受付時間：平日 9:00～16:00 

❖予約制限：予約可能な回数は 1 団体１回、利用時

間は原則 3 時間以内 

❖予約が重なった場合：原則先に予約した団体が優

先、但し先に予約した団体の同意があれば同席利

用可能 

❖その他：予約がない場合でも、部屋が空いていれ

ば、申込手続き後、利用可能 

 

  

 
― 編集・発行 ― 

 
野田市市民活動支援センター 

 
職員・コーディネーター在室時間 

月～金 8:30～16:00 (祝日除く) 
 

〒 278-0003 野田市鶴奉 5-1 総合福祉会館 3 階 

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

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

  

  


