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「登園・通学支援のボランティアって難しそう」「支援途中に子どもに泣かれたら困っちゃう」そんな声を
ボランティアの方からよく伺います。
お子さんを預かり、保育園や学校まで一緒に通う「責任が重く、大変な支援だなあ」「私にはできないかも」
とお悩みの方！確かに登園・通学支援の責任は重大です！しかしその分、他の活動では得る事のできない楽
しいことも盛りだくさんです！
そこで今号のふれあいでは、実際に活動されているボランティアの方々にお集まりいただき 6 月 7 日に実施
した「ボランティア懇談会」の内容をもとに、通学・登園支援を特集します。

◆R 君の登園支援の流れ
8:30 ボランティアさんと
一緒に自宅を出発！

電車が見られる
ルートを使って
楽しく登園！

藤肥さん

お気に入りの自販機に
ちょっと寄り道♪

横断歩道で泣き出しちゃった
こともあり・・・

内野さん
R 君の好きな美容院の
前のイスでちょっと休憩

小林さん
矢野さん

2 面では、R 君の保育園への登園に支援していただい
ている方々にお集まりいただいた「ボランティア懇談会」
の様子をお伝えいたします。
※R 君は本誌にて No.241～No.243 まで掲載し、
ボランティア支援に繋がった依頼です。

9：00 保育園に無事到着！

R 君の登園支援ボランティア懇談会
曜日ごとに悩みが違ってくることが分かりました。
月曜日は休み明けで元気だけど、週末には疲
れが溜まってきて、泣き出しちゃうこともありま
す。活動中に横断歩道の真ん中で泣き出しちゃ
ったこともあったけど、安全面を優先して、自分
の子どものように、歩道へ引っ張っていったこと
もあります。
R 君に楽しんで登園してもらうために、お気に
入りのスポット（しろくまの自販機）などを意識し
たルート取りをしています。
他のボランティアの方々も、電車が見られる
ルートを使ったり、陽当たりを考慮したりと様々
な工夫をしていることが分かりました。
みなさん日々、楽しく安全で登園できるルー
トを探しているのですね。
毎日トラブルがあって自分も R 君と一緒に成
長していくのだなあと感じています。またこの活
動があることで、歩く機会が増えて、自分も健
康になっていると思います。
誰かの役に立つことができて、自身も健康に
なり、子どもの成長にも付き合える。登園支援
とはそんなボランティアだと思います。
最後に、R 君のお母さんからボランティアのみなさ
んに日頃の活動への感謝のお手紙をいただきまし
た。お母さんとボランティアさんは、いつもお顔を合
わせて挨拶などを交わしていますが、お母さんから
の日頃の感謝の気持ちが改めて伝わったのではない
でしょうか。

ボランティアセンターでは現在、８件の登園・通学支援のボランティア
活動を調整させていただいています。
こどもたちの日常に関わる支援ですので、より多くの方々の支援を必
要としています。週１回だけなら・・・そんな支援の仕方でも大丈夫です！
登園・通学支援にご興味を持たれた方がいらっしゃいましたらお気軽に
ご連絡ください♪
お問合せ；046-260-5643（やまとボランティアセンター）

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。

新規

O 君の通学支援ボランティア（個人の依頼）

＊活動日時
＊活動内容

＊お問合せ

継続

S 君の通学支援ボランティア（個人の依頼）

＊活動日時
＊活動内容

＊お問合せ

継続

＊お問合せ

月～金曜日の 7：30～8：00 まで（ご都合のよい日にご協力ください）
上和田団地にお住まいの A 君は自閉症により、通学に付き添いの方がいると安心
して通学することができます。
A 君の自宅から学校までの通学に同行してくださるボランティアの方を募集
しています
やまとボランティアセンター
046-260-5643

外出同行ボランティア（個人の依頼）

＊活動日時
＊活動内容

＊お問合せ

継続

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）
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
くださるボランティアの方を募集しています。
やまとボランティアセンター
046-260-5643

A 君の通学支援ボランティア（個人の依頼）

＊活動日時
＊活動内容

継続

月～金曜日の 8：10～8：30 まで（ご都合のよい日にご協力ください）
福田 5000 番台にお住まいの O 君は桜丘小学校の支援級に通学をしています。
発達障がいがあり、登校時に付き添いの方がいると安心して通学することが
できます。O 君の登校に同行してくださる方を募集しています。
やまとボランティアセンター
046-260-5643

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）
福田 1500 番台にお住まいの D 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。D さんのお散歩に
30 分程度、同行してくださる女性の方を募集しています。
やまとボランティアセンター
046-260-5643

ベルビルガーデンやまと（高齢者施設）

＊活動日時
＊活動内容
＊活動場所
＊お問合せ

週１回または月１回程度 14：00～15：00 まで
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の指導をして
くださる方を募集しています。
ベルビルガーデンやまと（大和市深見 713-2）
046-200-1301（担当；吉田）

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 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 ふきのとう舎（障がい者施設）
＊活動日時 月曜日～金曜日の 9：00～15：30（ご都合のよい日にご協力ください）
＊活動内容 軽作業の補助、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
お手伝いをしてくれる方を募集しています。
＊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（担当；横内）

継続 サンホーム鶴間（高齢者施設）
＊活動日時 月曜日～土曜日の間のご都合のよい日・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・麻雀などゲームお相手、
入浴後の髪の乾かしなど
＊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 みどりの風大和（高齢者施設）
＊活動日時 月曜日～土曜日

9：30～11：30・14：00～16：00（ご都合の良い日にご協力ください）

＊活動内容 デイサービスの利用者さんのお話し相手や、入浴後のドライヤーかけなど
＊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）

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）

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。

皆さんの団体で救命講習をしてみませんか！
大和市消防本部では、中学生以上の市内在住・在勤の方々を対象に
広く救命講習会を開催しております。
いざという時に備えるため、ボランティア活動に携わる皆様方にも
救急救命の基礎知識をはじめ、心肺蘇生法や AED の使い方などを学ぶ
救命講習会へのご参加をぜひよろしくお願いいたします。
大和市のホームページや広報やまとに掲載
している日程のほか、１５名以上であれば
出張講習も可能です。お気軽にご相談下さい。
《お問い合わせ・申し込み》
大和市消防本部 救急救命課
電話 ２６０－５７５１

平成 29 年度大和市総合防災訓練～防災フェスタ 2017～
日時
場所
内容

平成 29 年 8 月 26 日（土）9：00～12：00
大和市立大野原小学校（上草柳 7-4-26）
災害車両や防災用品の展示、地震体験や降雨体験
消火訓練、AED の取り扱い訓練、高齢者疑似体験
災害ボランティアセンター立上げ訓練 ほか 《問合せは、市危機管理課

260-5728》

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

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 7/1 号 」 ・ 「 やまと社協だより 6/15 号 」
「文化情報誌 春編 」 ・ 「 家庭の資源とごみの分け方、出し方」

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。

◇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◇

工作・折り紙

おりひめさん

やまとキルトボランティアの会さん
や
いつも季節の作品をありがとうございます！
いつも季節の作品をありがとうござい

味わいのある季節の
絵手紙に癒されます
作：樋口 太郎さん

やまとボランティアセンター当面の予定
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夏休み中高生保育入門講座 7/22～始まります！

発

夏休み福祉体験チャレンジ学習 7/22～

問合せ

やまと社協だより No.217 号発行（8/15）

ふれあい

行 ： やまとボランティアセンター
： 〒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

メールマガジンＮｏ．111 号発行（7/20）
メールマガジン No.112 号発行（8/20）
ふれあいＮｏ.249 号発行（9/15）

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.２４9 の発行は、2017 年 9 月 15 日の予定です。
※次号に、記事の掲載を希望する場合は、8 月 15 日までにご連絡ください。

