
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

活動内容 
相談 

件数 

対応 

件数 

通園通学付添介助 731 726 

生活身辺介助（ゴミ出し） 230 221 

話し相手 153 151 

施設利用者支援 110 109 

ボラセン手伝い 71 71 

施設行事等手伝い 44 44 

視覚障がい者の誘導 41 41 

その他外出介助 36 34 

通院通所付添介助 21 19 

保育遊び相手 15 13 

庭木手入れ 14 13 

その他 179 175 

合計 1645 1617 

やまとボランティア情報誌      No.24７ ２017年 5月 

                                （隔月発行） 

                                                           

ふくし   れんたい  あい 

福 祉 ・ 連 帯 ・ 愛・・・がキーワードで共に生きるまちづくり 

社会福祉法人 

大 和 市 社 会 福 祉 協 議 会 

やまとボランティアセンター 
大和市鶴間１－３１－７ 

大和市保健福祉センター ４Ｆ 
  TEL ０４６－２６０－５６４３  

  FAX ０５０－３７３０－９４３０ 

ボランティア依頼者種別 

ボランティア依頼件数 

右のグラフは平成 28年度にやまとボランテ

ィアセンターへ寄せられた、依頼者の種別と相

談の件数です。 

障がい児者に関する依頼が１番多く、806件。

次いで、施設からの依頼が 248件、高齢者から

の依頼が210件でした。市社協からの依頼が176

件、一般からの依頼が 166件、その他（学校・

地区社協・行政・当事者団体・ボランティア団

体など）は 39件の依頼がありました。 

左の表は平成 28年度のボランティア派遣依頼の内容と件

数です。 

通園通学付添が最も多く、生活身辺介助（ゴミ出し）、話し

相手、施設利用者への支援と続いています。 

【通園通学付添介助】 相談件数 731件  

 昨年度は 10名のお子さんの通園通学支援にボランティア

の方々のご協力をいただきました。そのなかでも、T君の保

育園への通園支援では 4名のボランティアの方々にご協力い

ただき、週 5日ご支援をしていただいています。 

【生活身辺介助（ゴミ出し）】 相談件数 230件 

 昨年度は 7名の方からゴミ出しの依頼があり、ボランティ

アの方々のご協力をいただきました。ご高齢の方や障がいな

どを理由に自身ではゴミ出しができない方に、ご近所にお住

まいのボランティアの方々にご支援をいただいています。 

【話し相手】相談件数 153件 

 昨年度は個人・団体ボランティアの多くの方にご協力いた

だきました。「心にモヤモヤした気持ちを抱えていた」、「家族

の介護に疲れてしまった」、「話しを聞いてもらえるだけでも

気持ちが楽になる」そんな方へボランティアの方々に多くご

支援いただいています。 

 

 

平成 28年度も多くのボランティアの方々にご活躍いただき、誠にありがとうございました。 

今号では昨年度、ボランティアの方々に活動いただいた実績とやまとボランティアセンターにお寄せ

いただいたボランティア依頼内容と件数のご報告をさせていただきます。 



 

 

 

以下の活動を希望する方や 

お問合せは、各募集案内にある 

連絡先に直接ご連絡ください。 

 

新規 外出同行ボランティア（個人からの依頼） 

 ＊活動日時 火～金曜日の日中 30分程度（ご都合のよい日時にご協力ください） 

 ＊活動内容 福田 1500番台にお住まいの Tさんは、末梢性めまいにより入院していました。退院後、 

平衡感覚が戻らず、外出する際に支援が必要です。Tさんの散歩に 30分程度、同行してく 

ださる女性の方を募集しています。 

 ＊お問合せ やまとボランティアセンター 046-260-5643 

新規 通学支援ボランティア（個人からの依頼） 

 ＊活動日時 月～金曜日の 7：50～8：30まで（ご都合のよい日にご協力ください） 

 ＊活動内容 深見北コミセンの近くに住む S君は、車いすで大和小学校まで通学しています。朝の通学 

の際に、S君の車いすを押して、支援学級までの通学に寄り添ってくださる方を募集してい 

ます。 

 ＊お問合せ やまとボランティアセンター 046-260-5643 

新規 ベルビルガーデンやまと（高齢者施設） 

 ＊活動日時 週１回または月１回程度 14：00～15：00まで 

 ＊活動内容 レクリエーションの時間に、１時間程度、施設入居者の方々に絵手紙を指導してくださる 

方を募集しています。 

 ＊活動場所 ベルビルガーデンやまと（大和市深見 713-2） 

 ＊お問合せ 046-2００-１３０１（担当；吉田） 

新規 福田憩いの家（施設からの依頼） 

 ＊活動日時 月～金曜日のご都合のよい日・時間帯 

にご協力ください 

 ＊活動内容 入居者の方と一緒に囲碁を打ってくだ 

さる方を募集しています。 

 ＊活動場所 福田憩いの家（大和市福田 8-22-20） 

＊お問合せ 046-2４４-６２９１（担当；田邊） 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

継続 サンホーム鶴間 

                         

＊活動日時    月曜日～土曜日の間のご都合の良い日・時間帯でご協力ください 

＊活動内容    デイサービス利用者さんのお話し相手、 

囲碁・将棋・麻雀などのゲームのお相手、入浴後の髪の乾かし 

＊活動場所  サンホーム鶴間（大和市西鶴間 8-1-2） 

＊お問合せ   ０４６－２76－2162（担当：萩原） 

                                

 

継続 ふきのとう舎 
              

＊活動日時    月曜日～金曜日９：００～１５：３０（ご都合の良い日・時間帯でご協力ください） 

＊活動内容    利用者さん達と一緒にお仕事（軽作業、食品製造、草むしり等）をしたり、 

      ウォーキングのお手伝いをして頂けるボランティアさんを募集しています。 

      それ以外にもグループレクリエーション（年４回）、行事活動、利用者旅行の 

      お手伝いをして頂ける方も募集しています。 

＊活動場所  ふきのとう舎（大和市柳橋 5-3-1） 

＊お問合せ    ０４６-２６９-８８８０  ＦＡＸ ０４６-２６７-８０５９ （担当：横内） 

   

 

 

継続 みどりの風大和 
みどりの風では、高齢者を対象とした午前・午後の半日デイサービスを行っています。 

主に人工温泉を利用した入浴と機能訓練、レクリエーションを提供しています。ご利用者様の 

お話し相手や、入浴後のドライヤーかけなどをお手伝いして頂ける方を募集しております。 

 

＊活動日時   月曜日～土曜日  ９：３０～１１：３０ ・１４：００～１６：００ 

       ※ご都合の良い時間でご協力ください           

＊活動場所   みどりの風大和 大和市西鶴間６－３０－２４   

＊お問合せ    ０４６－２７１－６２６１  （担当：前田・小林） 

 

 

以下の活動を希望する方や 

お問い合わせは、各募集案内にある 

連絡先に直接ご連絡ください。 

継続 NPO法人地域家族しんちゃんハウス 
 

＊活動日時  月～金曜日 内 2日～3日 14：30から 18：00 

＊活動内容  放課後児童クラブ支援員（補助） 

＊活動場所  南林間地区 地域家族しんちゃんハウス 

＊応募資格  子育て支援経験者（資格あればなおよし） 

＊その他   毎月 1回 最終土曜日 10：00～12：00 全体ミーティング・勉強会に 

       出席することが要件です。 

＊お問合せ  NPO法人地域家族しんちゃんハウス 090-5807-5673（担当；舘合） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

以下の活動を希望する方や 

お問い合わせは、各募集案内にある 

連絡先に直接ご連絡ください。 

 

 

継続+追加 大和みつば作業所（障がい者施設） 

 ＊活動日時 月曜日～金曜日の①8：30～15：30（ご都合のよい時間帯でご協力ください） 

②9：00～10：00 

 ＊活動内容 ①軽作業の補助、散歩の同行支援など 

       ②レクリエーションの提供（歌、絵本の読み聞かせなど） 

 ＊活動場所 大和みつば作業所（大和市深見西 7-4-10） 

 ＊お問合せ 046-264-8677（担当：三輪） 

継続 ロゼホームつきみ野（高齢者施設） 

 ＊活動日時・内容 

  入浴後のドライヤーかけ（第 1・3木曜日の午後）、将棋の相手、簡単な手工芸（第 3水曜日の午後） 

  話し相手（月・水・木・土の午前）など 

 ＊活動場所 ロゼホームつきみ野（大和市下鶴間 418-2） 

 ＊お問合せ 046-272-8808（担当：大谷） 

継続 渋谷小学校からの下校支援（個人からの依頼） 

 ＊活動日時 火曜日～金曜日の 14：00～16：00の間の 30分程度 

 ＊活動内容 渋谷小学校に通学している障がいのあるH君は、介助の必要はないのですが下校時に 

付き添いの方がいると安心して帰宅することができます。H君の下校に同行してくだ 

さる方を募集しています。 

 ＊お問合せ やまとボランティアセンター 046-260-5643 

継続 お散歩同行ボランティア（個人からの依頼） 

 ＊活動日時 月曜日～金曜日の 10：00～12：00または 13：30～16：30（ご都合のよい時間帯にご協力ください）  

 ＊活動内容 中央林間の老人ホームに入所している Sさんは認知症により、ひとりで外出すること 

       が困難です。施設近くに公園で 1時間半程度のお散歩に同行してくださる方を募集し 

ています。 

 ＊お問合せ やまとボランティアセンター 046-260-5643 

継続 上和田小学校までの通学支援（個人からの依頼） 

 ＊活動日時 月曜日～金曜日の 7：30～8：00（ご都合のよい日にご協力ください） 

 ＊活動内容 上和田団地にお住まいのA君は自閉症により、ひとりで通学することが困難です。 

       A君の自宅から学校までの通学に同行してくださる方を募集しています。 

 ＊お問合せ やまとボランティアセンター 046-260-5643 



 

 
このページは、ボランティアに関わる情報提供のコー
ナーです。ボラティア活動の際にご活用ください。 
 

 

大和市点訳赤十字奉仕団が点訳されています。ぜひご利用ください。 

「 広報やまと５/1号 」 ・ 「 やまと社協だより４/15号 」 

「文化情報誌 春編 」 ・ 「 家庭の資源とごみの分け方、出し方」 

日 時 ； 平成 29年 5月 29日（月） 10：00～12：00 

場 所 ； まごころ地域福祉センター ２階（大和市柳橋 2-11） 

     ※駐車場はありません ※２階子育て支援センター入口からお入りください 

対 象 ； 保育ボランティア活動者、または今後活動予定の方（定員 30名） 

内 容 ； 簡単おもちゃの製作と親子遊びの紹介 

     ※製作したおもちゃは、お持ち帰りいただきます。 

費 用 ； 無料 

申込み・お問合せ ； 大和市子育て支援センター  

TEL；046-267-9985 

大和市柳橋にある子育て支援センターは、子育て家庭の親子が、子育てに関する相談をしたり、子育ての情報

を得たり、気軽に他の親子と交流できる常設のサロンを開設しています。 

これまでも多くの皆様方より、遊具や絵本などのご寄付などいただき、大変役立たせていただいております。

また、ボールプール、乗り物の絵本、折り紙や工作用具（新品の画用紙、色画用紙、ぬり絵、布リボンテー

プ、紙テープ、クーピーペンシル）などございましたら、ご寄付いただけると助かります 

問合せ  大和市柳橋２－１１（大和市まごころ地域福祉センター内） 

TEL；０４６－２６７－９９８５  FAX；０４６－２６７－９０４３ 

日にち ； 平成 29年 5月 25日（木）～平成 30年 3月 1日（木） 

全 15回（講義 10回・調理実習 5回） 

時 間 ； 9：30～12：00（調理実習は 13：00修了） 

場 所 ； 大和市保健福祉センターほか 

対 象 ； 大和市在住、継続出席可能な方（先着 30名） 

内 容 ； 食事や健康づくりに関する知識と技術を習得します 

地域での食生活改善推進員としての活動を学びます 

参加費 ； 5回の調理実習のみ１回につき 300円程度 

申込み・お問合せ ； 大和市健康づくり推進課 

TEL；260-5663（担当；松竹） 

http://4.bp.blogspot.com/-DHSL8HC0Ejc/UnIDsqP0jiI/AAAAAAAAZ6E/e4f1uKmFiiY/s800/origami.png
http://4.bp.blogspot.com/-WHkqAQzGJns/U6QoyVvqdcI/AAAAAAAAhjA/3ch2mS1bYyo/s800/omocha_kureyon.png


 

  

 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

やまとボランティアセンターの当面の予
定や、皆様からのご意見・投稿をご紹介す
るコーナーです。 

 

やまとボランティア情報誌 ふれあい 

発  行 ： やまとボランティアセンター 

問合せ  ： 〒242-0004大和市鶴間１-３１-７  

大和市保健福祉センター４階 

TEL：046－260－5643   

FAX：050－3730－9430  

E-mail:vc@yamato-shakyo.or.jp 

ご意見・ご感想お待ちしています♪ 

  

次号 No.２４8の発行は、2017年７月 15日の予定です。 
※次号に、記事の掲載を希望する場合は、６月 15日までにご連絡ください。 

 やまとボランティアセンター当面の予定 

手話通訳者講座 ５/１５から始まりました！ 

手話入門講座 5/18から始まります！  

メールマガジンＮｏ．108号発行（5/20） 

 やまと社協だより No.216 号発行（6/15） 

 メールマガジンＮｏ.109号発行（6/20） 

 ふれあいＮｏ.248号発行（7/15） 
 

◇ボランティアセンターの展示を是非ご覧になってください◇ 

◇平成 29 年度ボランティアセンター職員の紹介◇ 

 

ボランティアセンター所長 北島 次郎(4月 1 日着任) 

 

ボランティア振興課課長  佐川 博之 

 

スタッフ/ 民實 久美 ・ 坂上 周平 ・ 源川 修平  

      松村 修一 ・  菊池 聖美(新採用) 

 

以上よろしくお願いいたします。 

 

※前所長の大矢貴志は事務局長に就任しました。 

 

 

やまとキルトボランティアの会さん 

工作・折り紙 

おりひめさん 

点図サークル 

オーロラさん 


