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第 １２ 号 

201７.１.1５ 
(平成 2９年) 

「市民活動をしたい方」や「市民活動団体を立ち上げたい」など、お気軽にセンターへご相談ください。 

野田市市民活動支援センターでは、「第１回市民活動元気アップふぇすた」を下記のとおり
開催いたします。 
支援センター登録の 25 の市民活動団体が、市民の皆さんとのふれあいを通し、日頃の活動

を紹介することで、市民の皆さんの「地域活動を始めるきっかけづくり」を提案する交流イベ
ントです。 
会場では、団体ごとの活動紹介展示や、踊り・フラダンス・マジック・バルーンアート等々、

家族揃ってお楽しみください。 

2017 年2 月12 日（日） 

《時間 9：45～15：30》 
《会場 中央公民館・総合福祉会館》 
 

★団体紹介展示・実演コーナー 

参加 17 団体の活動案内  １階 ロビー 

食育・血管年齢測定、バルーンアート 

人力発電と断熱効果体験、お顔のマッサージ 

 

★参加団体紹介 25 団体 １階 講堂   
★ふろしきワークショップ 

～ ふろしきから広がる世界 ～ 

 

 
 

*当日午前 9 時３０分から 

受付にて整理券を配布いたします。 
 

☞参加者先着 100 名の方に風呂敷プレゼント♪ 

★舞 台 発 表    １階 講堂   
ハーモニカ演奏、よさこいソーラン 

沖縄エイサー、障がい者疑似体験 

フラダンス、マジック、健康体操 

★キッズコーナー 
1 階 児  童  室  人形劇、紙芝居、おはなし会 

野田かるた 

２階 第１会議室  おもちゃの修理（原則無料） 

☞先着６0 名のお子さんに 

           クレーンゲームでおもちゃのプレゼント♪ 

★体験・相談コーナー 
1 階 クラブ室   野田もの知り検定 (体験版) 

２階 講 座 室   認知症講座 

「認知症の当事者から聞く」  

３階 第２会議室 子育て相談 

・家庭訪問型子育て支援ホームスタート 

・子ども食堂開設について 

 

★スタンプラリー       各会場 
☞先着 200 名の方にチーバくんグッズプレゼント♪ 

アンケートにも答えてね！ 

ちば県民活動 PR 月間 2016 賛同行事 

（イメージ）

図） 

チ－バくんも遊び

にいくよ！ 

「チ―バくん」 



 
・知りたかったことがよくわかり、また新たな知識を

たくさん得る事ができ、大変勉強になりました。 

・一部不明の部分を確認することができました。 

・わかっていなかったことが沢山あり、とてもわかり

やすかった。 

 

 

 

 

 

   
 

市民活動団体マネジメント講座 

「NPO 法人会計基準の意義と導入のメリットを学ぶ」 

を開催しました！ 

１２月３日(土)活動のステップアップを目指す市民活動団

体を対象に、千葉県と野田市の共催事業として、講師に税理

士 豊岡 正弘氏(NPO法人NPO支援の税理士ネットワーク

理事長)をお招きし、複式簿記の基礎知識や NPO 法人特有の

取引、会計基準の目的等 法人の会計のポイントをわかりや

すく解説していただきました。参加された 2２団体 ２4名

から、以下のような感想が寄せられました。 

 

 

 

会 場 時間帯 内 容 担当団体 

１階 

講  堂 

(体験講座) 

(舞台発表) 

 9:45～10:00 開会式 市民活動支援センター 

10:00～11:00 参加団体紹介 ２５団体 

11:00～12:30 
ふろしきワークショップ 

～ふろしきから広がる世界～ 
ふろしき研究会 

12:35～12:50 ハーモニカ演奏 野田市演芸ボランティア「仕出し屋」 

12:53～13:03 よさこいソーラン NPO 法人 野田子ども劇場 

13:06～13:16 よさこいソーラン よさこいサークル 莟(つぼみ) 

13:19～13:29 沖縄エイサー NPO 法人 野田文化研究会 

13:32～14:02 障がい者が困っている疑似体験 野田市手をつなぐ親の会 

14:05～14:20 フラダンス Lei・Pikake 

14:23～14:53 マジック 野田マジッククラブ 

14:55～15:15 健康体操 唄と踊りとお話と 直寿会 

1５:20～15:30 閉会式 市民活動支援センター 

ロ ビ ー 10:00～15:00 

団体紹介展示 

（17 団体） 

Earth as Mｏther 千葉/アスナロ農園/NPO 法

人せっけんの街野田地区/野田市を良くする市民

の会/むらさきの里野田ガイドの会/ボランティ

アサークル グレイス アカデミー等 

バルーンアート 
子どもの未来ネットワーク野田 

市民活動支援センター 

食育・血管年齢測定 NPO 法人 日本綜合医学会 野田 

人力発電体験･断熱効果体験 野田エコライフ推進の会 

お顔のマッサージ ぴゅあメイクセラピー 

クラブ室 
11:00～１4:30 

毎正時から 4 回実施 
野田もの知り検定（体験版） 
１回 10 問程度で実施 

コーディネーターズ・のだ 

児 童 室 

①10:00～10:45 
②13:00～13:45 

人形劇・紙芝居 NPO 法人 野田文化研究会 

①10:55～11:25 
②13:55～14:25 

おはなし会 おはなしグループ「ゆう」 

①11:35～12:10 
②14:35～15:10 

野田かるた NPO 法人野田レクリエーション協会 

２階 

第 1 会議室 10:00～15:00 おもちゃの修理（原則無料） おもちゃ病院 野田 

講 座 室 
①10:30～12:00 
②13:00～14:30 

認知症講座 
「認知症の当事者から聞く」 

介護･認知症の家族と歩む会･野田 

３階 第 2 会議室 11:00～15:00 子育て相談 NPO 法人 子育てネットワークゆっくっく 

 
― 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 

喫茶コーナー  １階会議室 コーヒー、パン、おにぎり等の販売 （協力：つくしんぼ） 

 

第１回市民活動元気アップふぇすた    プ ロ グ ラ ム 

講座風景 

参加者の感想 


