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通園通学付添介助

施設・団体利用者支援

施設・個人宅での話し相手

生活身辺介助（ゴミ出し等）

その他

施設・個人での趣味の相手

外出支援

ボラセン手伝い

通院通所付添介助

学習指導

保育・遊び相手
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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 

平成 30年度 ボランティア活動報告！ 
令和元年の幕開けにふさわしい、青葉若葉のさわやかな風の吹く美しい季節がまいりました♪ 

昨年度も多くのボランティアの皆様にご支援いただきまして、誠にありがとうございました。 

ここに平成 30年度のボランティア活動実績をご報告いたします。 

元号も新たになり、やまとボランティアセンターも職員一同、気持ちも新たに取り組んでおります。 

本年度もボランティアセンターをよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 平成 30 年度の総相談件数は 2,752 件で、対前年比で 1.25 倍になっています。対応件数は 2,738 件で、相

談総数の 99％はボランティアでの支援に結びついていることになります。 

 相談の傾向としては、障がいをもつ児童の通園・通学の支援が全体の 36.7％を占めており、対前年比でも

1.3 倍に増加しています。内容は、知的障がいや発達障がいを持つ児童の通学支援や外国にルーツをもつ児

童の日本語教室への移動支援などです。特徴として、保護者の妊娠や乳児の育児の為に障がいをもつ児童に

十分に付き添えない、保護者も就労がありファミリーサポートサービスなどを利用しているものの、全てを

サービスで対応しきれないなどの理由が多く、その隙間をボランティが支援している実態があります。通

園・通学支援は毎日のことになりますので、支援件数も多くなっているのが現状です。 

 また、施設や個人宅での話し相手が、335 件で全体の 12％、対前年比で 1.7 倍に増加しています。「傾聴

ボランティアやまと」など、傾聴活動に取り組むボランティアが充実してきているのが要因と思われます。 

 その他、施設や団体利用者支援が 393 件と全体の 14.3％で、そこでは歌や手品など趣味や文化・余暇活

動を活かしたボランティアの皆さんの活躍が目立ちます。ゴミ出しなどの生活身辺介助は、326 件と全体の

11.8％ですが、登録ボランティアだけではなく、地区社協の個別支援の活動においても増加傾向にあるよう

です。令和元年度も、多くのボランティアの皆さんの支援よろしくお願いいたします。 

やまとボランティア情報誌      No.259 2019 年 5 月 
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ボランティア派遣依頼の状況



 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 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 Eさんは、4月から車イスを使用して 

渋谷小学校の支援級に通学しています。 

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 

  

ｄさしあ data Yさんの下校支援ボランティア（ 

 新規 Sさんの通学支援ボランティア（個人の依頼） 

＊活動日時 （月）（水）登校 7：50～8：10 月～金曜日 下校 14：00～14：20 

      （都合の良い日にご協力ください） 

＊活動内容 鶴間２丁目にお住まいのＳさんは 4月から林間小学校の支援級に通っています。 

      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。 

      Ｓ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 

 

 

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 聴覚に障がいをもつ Aさんの支援ボランティア（個人の依頼） 

＊A さんは、聴覚に障がいをもつ小学 2 年生です。現在、相模原市にある相模原中央支援学校に通学

しています。相模大野からスクールバスが出ており、自宅から相模大野までの送迎はご家族が行っ

ています。 

＊ご家族が対応できない場合の通学の付添や見守り、将来、自宅（深見）の近くの小学校に転校した

場合の学習支援をしてくれ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 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（火曜日を除く）の下校時バス停 15:45～16:00 

＊活動内容 南林間８丁目にお住まいのWさんは、4月から車イスを使用して養護学校高等部に 

      通学しています。下校時にスクールバス停（中央林間西 1-10-2）から自宅まで 

      付き添いの方がいると安心して下校することができます。 

      W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 



   

 

継続 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                      

 

 

                              

                                          

                                               

 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 5/1５号 」・「 やまと社協だより４/１５号 」  

「 文化情報誌 初夏編 」・「 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）046-268-8666（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 

 

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・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                

 水・木曜日は 

決まりました！ 



 

  

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 セカンドハーベスト・ジャパン（認定 NPO 法人） 

＊活動日時 月曜日～土曜日 9：30～15：30（ご都合の良い日時でご協力ください） 

＊活動内容 フードバンクの倉庫管理/倉庫での荷物の搬出入、在庫管理、伝票作成等 

      または自家用車で福祉施設への食品配送 

＊活動場所 セカンドハーベスト・ジャパン 神奈川拠点（代官１－１４－１８） 

＊お問合せ やまとボランティアセンター 046-276-5643 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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） 

新規 ワークステーション・菜の花 （障がい者施設） 

 ＊活動日時 土曜日１0：００～14：00（ご都合の良い時間帯でご協力ください） 

＊活動内容 毎月 1回、土曜日にレクリエーションの提供など 

     （手品、バルーンアート等） 

 ＊活動場所 ワークステーション・菜の花（大和市深見 941-1） 

 ＊お問合せ やまとボランティアセンター 046-276-5643（担当：菊池） 

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。 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

日 時 ： ①2019年 7 月 23 日（火）10：00～12：00 

②2020年 2 月 4日（火） 10：00～12：00 

場 所 ： まごころ地域福祉センター2 階 会議室、相談室 1・2 

内 容 ： 保育ボランティア活動に役立つ遊びの習得（手遊び・ふれあい遊び、体操、ペープサート、等） 

      ※支援センターサロン「おはなし会」を利用して発表 

対象・定員：保育ボランティアとして活動中、または活動予定の方 

参加費 ： 無料 

申し込み： ①6月 17日より ②1月 6日より いずれも大和市子育て支援センターに電話で申し込み 

お問合せ： 大和市子育て支援センター TEL：046-267-9985 

 

 

 と き ： 1 日目 2019年 7 月11 日（木） テーマ：認知症の理解を深める 

２日目 2019年 7月 25日（木）  テーマ:本人や家族の気持ちを理解する 

       3日目 2019年 8月 6 日（火） テーマ：地域での活動を考える 

       4日目 2020年 1 月 30日（木）  テーマ：地域活動の案内と交流会 

 時 間  :  14:00～ 16 ：00 

 ところ  :  大和市地域医療センター 2 階 講習室 

 対 象  :  認知症サポーター養成講座受講済の方で、認知症に関する知識を深め、認知症に関する 

         ボランティア活動に関心がある方。1～3 日目に参加できる方。 

 定 員  :  40名   

参加費 ： 無料 

申し込み・お問合せ：お電話で高齢福祉課まで。 TEL：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。 

募集中! 

 

 
 

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。 

 

      

やまとボランティアセンター当面の予定 

 ボランティアセンター運営委員会（6/7） 

市民福祉のつどい（ボラ連主催）（7/25） 

やまと社協だより No.22８号発行（6/15） 

メールマガジンＮｏ．133号発行 （5/20） 

 メールマガジン No.134号発行 （6/20）  

ふれあいＮｏ.260号発行（7/15） 
 

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.２６０の発行は、201９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。 

やまとボランティアの会 

令和元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 

石川 彰子 ・ 菊池 聖美 

松村 修一 

以上、よろしくお願いいたします。 

 

※青木千鶴佳は 4/30付で退職致しました。 

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 


