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「平成２９年度手話入門講座」無事終了いたしました！
やまとボランティアセンターでは毎年初めて手話を学ぶ方を対象とした「手話入門講座」を開催
しています。5 月から始まった講座の成果を聴覚障がい者の皆さんとの交流会で発表しました。
今号のふれあいでは交流会の様子をお伝えします。

手話入門講座を振り返って…
「初めての体験でしたが、楽しみな
がら手話を学ぶ事ができ、有意義な
時間でした。これからも手話の勉強
は続けていきたい」
「講座を通して素
晴らしい仲間が出来て良かった」
「表
情豊かな講師の方々のご指導で、わ
かりやすく楽しく手話を学べた」
「自
分の埋もれていた表現力が手話によ
って引き出され発揮でき、良き体験
となった」
「コミュニケーションとし
ての手話の素晴らしさを改めて実感
した」
「自分でも感じるぐらい手話の
成長がわかり、自信がついた」など
お話ししながら自然と手が動いてい
る姿がとても印象的でした！

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

Ｍさんの散歩つきそいボランティア（個人の依頼）

＊活動日時

月１回３０分～１時間程度（火・木曜日 10：00～15：00 間のご都合の良い時に
ご協力ください）

＊活動内容

深見西７丁目の高齢者施設にお住まいのＭさん（８２歳・男性）は杖を使って歩いて
います。おしゃべりを楽しみながら施設の外の散歩に付き添ってくださる方を募集し
ています。

＊お問合せ

継続

やまとボランティアセンター

046-260-5643

T 君の通学支援ボランティア（個人の依頼）

＊活動日時

月～金曜日の 8：０0～8：30 まで（ご都合のよい日にご協力ください）

＊活動内容

南林間１丁目にお住まいの T 君は西鶴間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。T 君の登校に同行してくださる方を募集しています。

＊お問合せ

継続

やまとボランティアセンター

046-260-5643

O 君の通学支援ボランティア（個人の依頼）

＊活動日時

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）

＊活動内容

福田 5000 番台にお住まいの T 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。

＊お問合せ

継続

やまとボランティアセンター

046-260-5643

S 君の通学支援ボランティア（個人の依頼）

月曜日のボラン
ティアさんは決
まりました！

＊活動日時

火～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
くださるボランティア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

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

パソコン指導のボランティア【Ｍａｃ】(個人の依頼)

＊活動日時

月～金曜日（ご都合の良い日にご協力ください）

＊活動内容 視覚障がいのある T さんは、パソコンが windows からＭａｃに代わり
操作の仕方が分からなくて困っています。マウスを使わないでキーボードだけで
の操作を教え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

継続

046-260-5643

車いす回収のボランティア（個人の依頼）

＊活動日時

水・木・金曜日(ご都合の良い日にご協力ください

＊活動内容

障がいがあり、養護学校に通っているＭさん(西鶴間)は通学する際に車いすを
バスに乗せることができないため、鶴間駅のバス停付近にある商業施設に車いすを
置いたまま通学しています。商業施設に置いてあるＭさんの車いすをご自宅まで
届け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

＊活動内容

継続

046-260-5643

障がいがあり、養護学校に通っているＭさん(西鶴間)は通学する際に車いすを

Ｕさんの通学支援のボランティア（個人の依頼）

バスに乗せることができないため、鶴間駅のバス停付近にある商業施設に車いすを
＊活動日時

平成３０年４月から 月～金曜日（ご都合の良い日にご協力ください）
置いたまま通学しています。商業施設に置いてあるＭさんの車いすをご自宅まで
＊活動内容
下和田（藤沢街道沿い馬車道から２分程度）にお住まいのＵさんは来年度から
届けてくださる方を募集しています。
瀬谷にある県立ひなたやま支援学校へ通学する予定です。
ひとりでの通学慣れるまで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。
＊お問合せ やまとボランティアセンター
046-260-5643
Ｕさんの登校に付き添ってくださる方を募集します。
＊お問合せ

やまとボランティアセンター

046-2６0-５６４３

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 3/15 号 」・「 やまと社協だより 2/１５号 」
文化情報誌 早春編 」・「 家庭と資源の分け方、出し方 」

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 入居者さん向けのレクリエーションの提供など
＊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；四役）

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
話し話し

＊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。ボランティア活動の際にご活用ください。

大和市社協法人化４０周年記念式典・記念表彰を受賞された皆様
去る、３月１０日（土）１４時から、「大和市社協法人化４０周年記念事業」が大和市保健福祉センターホー
ルにて開催されました。第一部記念式典では、永年にわたり地域福祉活動の進展にご尽力いただいた皆様の表彰
が行われ、ボランティアグループから１０の団体と大和市ボランティア連絡協議会が表彰されました。
受賞団体は、以下のとおりです（敬称略・順不同）
。
＊大和市食生活改善推進協議会
＊でごいち親子文庫

＊大和市手話サークル双和会

＊大和市録音奉仕会

＊大和市手話サークルなでしこ

＊栄養士みつわ会

＊大和市点訳赤十字奉仕団

＊録音奉仕会こだま ＊大和るんるんクラブ ＊大和日本語教室
＊大和市ボランティア連絡協議会
皆様、受賞おめでとうございました。 （写真は、でごいち親子文庫）
なお、４０周年記念事業は４００名を超える皆様の来場をいただき盛況に終了することが出来ました。
今後とも、大和市社会福祉協議会に対して、皆様のより一層のご支援ご協力をお願い申し上げます。

❤ボランティアセンターの展示を是非ご覧ください❤

工作・折り紙

おりひめ

やまとキルトボランティアの会

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

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。

平成 30 年度 手話入門講座

募集中!

日

程：平成 30 年 5 月 17 日(木)～平成 31 年 3 月 14 日(木)１０：００～12：00
※毎週木曜日・全 40 回
中！
※ただし、8/16、12/27、1/3 を除く
会 場：大和市保健福祉センター ４F 講習室Ⅰ・Ⅱ
対 象：市内在住・在勤の方で、手話講座をはじめて受講し、すべての日程に参加可能な方
受講料：無料（ただし、テキスト代として￥3,240 の個人負担があります）
講 師：大和市手話通訳嘱託員、大和市聴覚障害者協会会員
定 員：30 名（定員を超えた場合は抽選）
申込み：4 月 25 日(水)までに、やまとボランティアセンターへ電話でお申し込みください
TEL：046-260-5643

平成 30 年度 手話通訳者養成講座

募集中!

日

程：5 月 14 日（月）～12 月 3 日(月)19：00～21：00
※毎週月曜日・全 30 回
※ただし、7/16、8/13、9/17、9/24、10/8 を除く
※上記の他、7/13、8/10、9/14、9/21、10/5 の各金曜日
会 場：大和市保健福祉センター ４F 講習室Ⅰ・Ⅱ
対 象：①市内在住の方
②聴覚障がい者との手話による日常会話が可能な方
③認定試験合格後、大和市で手話通訳を担える方 など
講 師：大和市手話通訳嘱託員、大和市聴覚障害者協会会員
定 員：20 名（定員を超えた場合は抽選） ※受講無料
申込み：4 月 25 日(水)までに、やまとボランティアセンターへ電話でお申し込みください
TEL：046-260-5643

やまとボランティアセンター当面の予定

やまとボランティア情報誌
発

ボランティア交流会 3/23(金)

ふれあい

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

やまと社協だより No.221 号発行（4/15）

大和市保健福祉センター４階

メールマガジンＮｏ．119 号発行 （3/20）

TEL：046－260－5643

メールマガジン No.120 号発行 （4/20）

FAX：050－3730－9430

ふれあいＮｏ.253 号発行（5/15）

E-mail:vc@yamato-shakyo.or.jp
ご意見・ご感想お待ちしています♪

次号 No.２5３の発行は、2018 年 5 月 15 日の予定です。
※次号に、記事の掲載を希望する場合は、4 月 15 日までにご連絡ください。

