
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

やまとボランティア情報誌      No.257 ２019 年 1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 

 「ふれあい」ご愛読の皆さま、あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いしま

す。さて、ボラセンでは、9月～12月にかけて「ボランティア☆アカデミー」を開講しました。ボ

ランティア☆アカデミーは、これからボランティア活動を始めようと考えている方に向けた入門

講座です。今年度は、16名の方の申し込みがあり、講座と体験を組み合わせた様々な経験をし

ていただきました。ボランティアの登録もしていただき、それぞれ関心のある分野のボランティ

アにつなげることができました。今後のますますの活躍を期待していますし、ボラセンに入った

相談にも乗っていただこうと思いますので、末永くよろしくお願いします。 

 

1日目のテーマは「子ども」。子どもに

関わるボランティアをしている小林さ

ん、水口さんに支援の内容や魅力につ

いて語ってもらいました！ 

2 日目のテーマは「精神障がい」。精神

保健福祉士の蓮沼さんのお話やボラ

ンティア団体の「ぐるーぷ窓」、当事者

団体の「やまとまと」と様々な視点か

ら学びを深めました。 

3 日目のテーマは「高齢者」。サンホー

ム鶴間（高齢者施設）の川上さんから

心温まる利用者さんとの関係性の話

やボランティアの方に期待することな

どお話しいただきました。 

最終日は受講者同士ふれあいの

時間としました。これからどんなボ

ランティア活動をしたいか、この講

座で何を学んだかなど自由にお話

してもらい、ボラセンにボランティ

ア登録もしていただきました！ 



継続 Yさんの下校支援ボランティア（個人の依頼） 

＊活動日時 （月）13：30～14：00 （火）～（金）14：30～15：00 

＊活動内容  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  やまとボランティアセンター  046-260-5643 

 継続 Eさんの通学支援ボランティア（個人の依頼） 

＊活動日時 平成 31年 4月より月～金曜日の登校 8：00～8：30下校 14：00～15：00 

      （都合の良い日にご協力ください）    

＊活動内容 福田（みどりヶ丘幼稚園の近く）にお住まいの平成 31 年の 4 月より渋谷小学校に 

入学予定の Eさんは、車イスを利用して通学する予定です。 

通学の際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。 

Eさんの通学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 

新規 O君の通学支援のボランティア（個人の依頼） 

＊活動日時  月～金曜日の８：10～８：３０まで（ご都合の良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                      

 

 

  

ｄさしあ data Yさんの下校支援ボランティア（ 

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・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  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。 
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 継続 ﾙ・リアンふかみ（高齢者施設） 

＊活動日時  月曜日～金曜日（ご都合の良い日・時間帯でご協力ください） 

 ＊活動内容  施設利用者の園内散歩の付き添い・お話し相手など 

 ＊活動場所  ル・リアンふかみ（大和市深見 2106-1） 

 ＊お問合せ  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 1/1号 」・「 やまと社協だより 1２/１５号 」  

「 文化情報誌 冬編 」・「 家庭と資源の分け方、出し方 」 
 

 

継続 しょうじゅの里大和（高齢者施設） 

 ＊活動日時 木曜日、金曜日 10：00～12：00 

（春休み・夏休み・冬休みは除きます） 

＊活動内容 デイケア利用者さん（定員 22名）の入浴後の髪の乾かしをしてくださる       

ボランティアを募集しています。 

 ＊活動場所 しょうじゅの里（上和田 2633）046-263-8666（担当：藤田・藤澤） 

 ＊お問合せ やまとボランティアセンター 046-260-5643 

 

   
継続 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 046-260-5643 

 

継続 

＊活動日時 月曜日、日曜日（ご都合の良い日にご協力ください） 

 ＊活動内容 大和南で一人暮らしのNさん（88歳・男性）は週に３回デイケアを利用しています。 

       在宅時に自宅で囲碁もしくは将棋の相手を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 

 

Nさんの囲碁のお相手ボランティア（個人の依頼） 

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 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 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 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 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） 

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。 

  



地域福祉セミナーやまと２０１９  

ﾒｲﾝﾃｰﾏ「いま大切にしたい支援の声と これからつくる支援の輪」 

□日 時 平成 31 年 3 月 9 日（土）14：00～16：30 ※受付・開場 13：30 

□場 所 大和市保健福祉センター １階 ホール 

□内 容 基調講演 

「地域福祉推進における新たな課題の現状と解決に向けた取り組み実践」 

 講師 佐塚玲子氏（よこはま地域福祉研究センター センター長） 

実践報告 

① 地域のこどもは地域で支える～子ども食堂の背景と実践の取り組みを知る～ 

② 若者がケアを担う課題を共に考えられる地域に～ヤングケアラーについて知る～ 

□申込み 400 名（申込制）。3 月 5 日（火）までに やまとボランティアセンターへ 

電話 ０４６－２６０－５６４３ 

       

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 大 和 市 若 年 性 認 知 症 講 演 会  

テーマ「若年性認知症 当事者の声を聴こう ～認知症とともに生きるとは～」 
■ 日 時  平成 31 年 2 月 16 日（土）13：30～15：30 ※受付は 13：00 

■ 場 所  大和市勤労福祉会館 ３階 ホール 

■ 講演者  小野寺 朗 氏（認知症当事者）・小野寺 由美子 氏（小野寺朗氏の妻） 

        田中 香枝 氏（曽我病院・若年性認知症支援コーディネーター） 

■ 定 員 先着１００名（申込制） 

■ 申込み 2 月 13 日（水）までに大和市高齢福祉課へ 電話０４６－２６０－５６１２ 

 

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当面の予定 

ボランティア交流会      （2/6） 

メールマガジンＮｏ．12９号発行 （1/20） 

 メールマガジン No.130号発行 （２/20）  

やまと社協だより No.22６号発行（２/15） 

大和市若年性認知症講演会  （2/16） 

会域福祉セミナーやまと 2019 （3/9） 

ふれあいＮｏ.25８号発行    （3/15） 

 

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.２5８の発行は、201９年３月 15日の予定です。 
※次号に、記事の掲載を希望する場合は、２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。 

 

 

ぼ ら せ ん 日 

や
ま
と
キ
ル
ト
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
会 

 

和 

工作・折り紙 おりひめ 

◇ボランティアセンターの展示を是非ご覧ください◇ 

エイトポイントスター様・やまとキルトボランティアの会様   

ありがとうございます！ 

今回、それぞれの団体様からチャイルドケア様と子育て支援センターに  

心温まるキルトを寄贈していただき、ありがとうございました❣ 

お母さまから小さなお子さんまで、大変喜ばれております。 

思わずほっこり笑顔になり、一足早く春がきたようです🌸 


