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昨年度末、やまとボランティアセンターでは個人登録ボランティ
アを対象とした「ボランティア交流会」を実施しました。ボランティ
ア同士が顔を合わせ、普段の活動の中で悩んでいる事や楽しんで
いることなど共有する場を作るため、またボランティアセンターか
らボランティアへ感謝を伝えるため、年に数回実施しています。
今回は、ボランティア団体である「栄養士みつわ会」の協力も得
て、食事を囲んでの交流会となりました。栄養たっぷりの食事を召
し上がっていただき、これからもボランティア活動に励んでいただ
きたいと思います。当日は、ほとんどが「はじめまして」の方同士
でしたが、年代・性別問わず楽しそうに会話されていたのが印象
的でした。参加された方にとって有意義な交流になっていれば幸
いですし、今回参加されなかった方も、ぜひ今年度は足を運んで
いただけたらと思います。
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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

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）

＊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。

ｌｍｓ

ｋさん宅のゴミ出しのボランティア （個人の依頼）

新規

＊活動日時 火曜日 9：00 頃まで
＊活動内容 中央林間 2 丁目にお住まいの視覚障がいのある K さんは、アパートの 2 階に
住んでいるため、アパートのゴミ置き場にゴミを出しに行くことが
出来なくて、困っています。
ゴミ収集日にゴミを出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

継続

046-260-5643

パソコン指導のボランティア（マック）
（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

046-260-5643

Ｕさんの通学支援のボランティア（個人の依頼）

継続

＊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

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
瀬谷にある県立ひなたやま支援学校へ通学しています。
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。
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

新規

046-2６0-５６４３

ﾙ・リアンふかみ（高齢者施設）

＊活動日時
＊活動内容
＊活動場所
＊お問合せ

月曜日～金曜日（ご都合の良い日・時間帯でご協力ください）
施設利用者の園内散歩の付き添い・お話し相手など
ル・リアンふかみ（大和市深見 2106-1）
046-200-3366（担当：小泉）

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。

新規

パナソニックエイジフリーケアセンター大和南林間（高齢者施設）

＊活動日時 月曜日～金曜日（ご都合の良い日のうち 14：00～30 分程度ご協力ください）
＊活動内容

ショートステイの利用者さん向けのレクリエーションの提供（歌、演芸など）

＊活動場所 パナソニックエイジフリーケアセンター大和南林間（大和市下鶴間 3015-19）
＊お問合せ

046-271-6182（担当：近藤・田岡）

新規 ニチイケアセンター大和 （高齢者施設）
＊活動日時 月曜日～土曜日１０：００～15：00（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、入浴後のドライヤーがけ、
レクリエーションへの参加など
＊活動場所 ニチイケアセンター大和（大和市上和田 1878-4）
＊お問合せ 046-279-5761（担当：古市）

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）

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。

中学生・高校生の「福祉体験」を応援します‼
対 象：大和市内在住または在学の中学生及び高校生
プログラム
① 保育入門講座 （市内認可保育所）
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

納涼祭ボランティア （和喜園・サンホーム鶴間・晃風園）
車イス清掃ボランティア （市内特別養護老人ホーム）
デイサービスボランティア （まごころデイサービスセンター）
障がい者施設ボランティア （やまねっと各作業所）
はがき
子育て支援センターボランティア （子育て支援センター）
ひまわりサロンボランティア （ひまわりサロン会場）
減災についての学習会
期 間 7 月２７日～8 月 21 日（内容によって日程・体験先が異なります）
※体験にあたり 7 月 26 日(木)13：30 からオリエンテーションを行います。
参加費 無 料
申込み 7 月 12 日(木)までに電話または窓口にて

【※保育入門講座は７月６日（金）まで】

お問合せ やまとボランティアセンター TEL：046-260-5643
大和市鶴間 1-31-7 大和市保健福祉センター4 階

まちがえちゃったハガキにもできることがある！ ～捨てないで！そのハガキ！～
※体験にあたり 7 月 26 日(木)13：30～オリエンテーション
ご家庭に眠っている書き損じや未使用のハガキ、未使用切手をご寄附ください。
ご寄附いただいたハガキ、切手は福祉活動に使わせていただきます。

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。

◇ボランティアセンターの展示を是非ご覧ください◇
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工作・折り紙

おりひめ

平成 30 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

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
菊池 聖美 ・ 松村 修一
青木 千鶴佳（4/1 異動）
※源川修平は 4/1 付けで総務課に異動しました
た。

やまとボランティアセンター当面の予定
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災害ボランティアセンター運営スタッフ
スキルアップ研修
（5/27）
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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.222 号発行（6/15）

大和市保健福祉センター４階

メールマガジンＮｏ．121 号発行 （5/20）

TEL：046－260－5643

メールマガジン No.122 号発行 （6/20）

FAX：050－3730－9430

ふれあいＮｏ.254 号発行（7/15）

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

次号 No.２54 の発行は、2018 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。

