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猛暑も味方に？熱気あふれるボランティアの祭典!!

市民福祉のつどい

「双和会」の手話コーラス（写真左上）
。若葉保育園児の皆さん（写真右上）。体験コーナーの様子（写真下）

猛暑厳しい８月２７日（月）
、大和市ボランティア連絡協議会（代表：田邊季子さん）が主催するボ
ランティア活動の祭典『平成３０年度市民福祉のつどい』が、イオンモール大和ライトコートにおいて
開催されました。当日は、協議会参加団体の活動体験コーナーやパネル展示、ステージ発表に加えて、
ボランティアによるバルーンアートや切り絵の実演も行われ、多くの来場者でにぎわいました。買い物
で来店された方々も足を止めてステージ発表に聴き入ったり、子ども連れのご家族が体験コーナーで楽
しむ様子が見られました。また、会場近くにある大和市立若葉保育園の園児約２０人が参加され、一緒
にゲームや体験を楽しみました。猛暑に負けないボランティアの熱気を感じた夏の一日となりました。

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

ｄさしあ data Y さんの下校支援ボランティア（

連絡先に直接ご連絡ください。

新規

W さん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 9：00～9：30（都合の良い日にご協力ください）

＊活動内容

南林間にお住いの中学 3 年生の W さんは脚の痛みを訴えて（医学的異常はなし）
歩けないため、一人では外出が出来ず困っています。ベテルギウスの「まほろば教室」
に通うために付き添ってくれるボランティアを募集しています。

＊お問合せ

継続
＊活動日時
＊活動内容

やまとボランティアセンター

046-260-5643

Y さんの下校支援ボランティア（個人の依頼）
（月）13：30～14：00 （火）～（金）14：30～15：00
中央林間 5 丁目にお住まいの Y さんは４月から緑野小学校に通学しています。
体調不良の母親から、下校時に付き添いの方がいると精神的に安心できるので
下校時に付き添ってほしいとの依頼がありました。
Y さんの下校に同行してくださるボランティアを募集しています。

＊お問合せ

継続
＊活動日時

やまとボランティアセンター

046-260-5643

Ｍさんの散歩つきそいボランティア（個人の依頼）
月１回３０分～１時間程度（火・水曜日 10：３0～１１：３0 13：30～16：00
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

Ｕさんの通学支援のボランティア（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

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。
一人での通学に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

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

新規

カーサプラチナ大和（高齢者施設）

＊活動日時

11 月中の一日 （ご都合の良い日にご協力下さい）

＊活動内容 入所者様を対象としたレクリエーションの提供（マジック希望）
13：00 から

30 分程度

＊活動場所 カーサプラチナ大和（大和市下和田 1192） 046-279-5255（担当：下小路）
＊お問合せ やまとボランティアセンター

継続

046-260-5643

ｋさん宅のゴミ出しのボランティア （個人の依頼）

＊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

継続

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９/1 号 」・「 やまと社協だより ８/１５号 」
文化情報誌 初秋編 」・「 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

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）

継続 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１3：００～15：00（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
レクリエーションの提供など

＊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：飛田）

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。

日時
場所
内容

問合せ

平成 30 年 10 月 6 日（土）10：15～14：30
大和市障害福祉センター「松風園」 前庭・園庭
バザー・模擬店・子どもゲームコーナー・金魚すくい他
ピエロのパントマイムとバルーンショー
南林間中学校吹奏楽部による演奏 他
社会福祉法人 大和しらかし会
大和市西鶴間２－２４－１
TEL 046-274-2426

担当：冨田・本多

第5回

～ボランティアさん募集～

みんなで一緒に
参加しよう！

日
場
内

時 平成 30 年 10 月 5 日（金）9：00～16：00
所 大和スポーツセンター体育館及び会議室
容 交流会を円滑に進めるための各種レクリエーションの補助
障がい者施設の利用者さんと一緒に交流会に参加など
その他 昼食は実行委員会で用意します
交通費は自己負担になります
問合せ やまとボランティアセンター
TEL 046-260-5643

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、ご寄附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。

「夏休み福祉体験チャレンジ学習」無事に終了しました！
今年も夏休み期間中に、中高生のボランティ
アの皆さんにさまざまな場面で活躍してもらい
ました。ボランティアグループ「ぐるーぷ輪」
での車イス清掃や障がい者施設での作業支援、
高齢者のお話し相手、保育園での保育など体験
をした中高生の表情には、
夏休み前とは違った頼もしさが
表れていました。この体験に
ご協力いただいた団体や施設の
みなさま、お忙しい中
ありがとうございました。

◇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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やまとボランティアセンター当面の予定
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ボランティアアカデミー ※開催中！
（9/6～12/6）

発
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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.224 号発行（10/15）

大和市保健福祉センター４階

メールマガジンＮｏ．125 号発行 （9/20）

TEL：046－260－5643

メールマガジン No.126 号発行 （10/20）

FAX：050－3730－9430

ふれあいＮｏ.256 号発行（11/15）

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

次号 No.２56 の発行は、2018 年 10 月 15 日の予定です。
※次号に、記事の掲載を希望する場合は、9 月 15 日までにご連絡ください。

