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学びと体験から始まるボランティア活動
～ボランティア☆アカデミーと災害ボランティアセンター運営スタッフ養成講座～
ボランティア入門講座「ボランティア☆アカ
デミー」での実践報告（写真左）と「災害ボ
ランティアセンター運営スタッフ養成講座」
でのチーム力を高めるためのコミュニケー
ションスキルを身につけるグループワーク
の様子（写真下）

１０月から１２月にかけて、やまとボラ
ンティアセンターでは、テーマ別のボラン
ティア養成講座を開講しています。
「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いう方
を対象とした入門講座です。
第 1 日目（10/11）は、精神障がい者の
支援について、第２日目（11/8）は、高齢
者の支援について学びました。第３日目は
12/13 で児童・青少年の支援について学び
ます。いずれも、講義のほかに様々なボラ
ンティア活動の体験がセットになっており
これからボランティア活動を始めようとい
う皆様には、より具体的な学びが出来る内容になっています。
一方、災害時ボランティアセンターの設置・運営に携わっていただくボランティアスタッフの養成を目
的としているのが「災害ボランティアセンター運営スタッフ養成講座」です。現在、４２名の運営スタッ
フが登録していますが、そのメンバーを増やしていくために隔年開催している講座です。10/27 の第１日
目は、大和市の地域防災計画について学び、チーム力強化に向けたグループワークを行いました。11/10
の第２日目は、災害時の人間行動について学ぶとともに、被災地支援活動の実践について登録ボランティ
アグループである「やまと災害ボランティアネットワーク」の取り組みを学びました。第３日目の 12/7
には、実際に災害ボランティアセンターの立ち上げ訓練を行う予定です。
これからボランティア活動を始める方にとっても、ベテランのボランティアの皆様にとっても、ボラン
ティア活動をより充実したものにしていくうえで、学びと体験、情報交換はとても大切だと思います。
ぜひ、やまとボランティアセンターが実施する講座や交流事業に参加してみませんか！

ｄさしあ data Y さんの下校支援ボランティア（

継続

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。

O 君の通学支援のボランティア（個人の依頼）

（ 水）（木）

は決まりま
した！

＊活動日時

月～金曜日の８：00～８：2０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

継続

046-2６0-５６４３

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

継続

やまとボランティアセンター

046-260-5643

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

継続

やまとボランティアセンター

046-260-5643

W さんの通学支援ボランティア（個人の依頼）

ご協力をお願い
します！

＊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

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

カーサプラチナ大和

（高齢者施設）

＊活動日時 月曜日～日曜日のご都合の良い日、時間帯でご協力ください
＊活動内容 利用者さんの囲碁や将棋などのゲームのお相手
＊活動場所

カーサプラチナ大和（下和田 1192）046-279-5255

＊お問合せ

やまとボランティアセンター

継続

特別養護老人ホーム

046-260-5643

ひまわりの郷（高齢者施設）

＊活動日時 月曜日～日曜日のご都合の良い日、時間帯でご協力ください
＊活動内容 麻雀や将棋などのゲームのお相手、入浴後のドライヤーなど
＊活動場所 ひまわりの郷（上和田 3467-1）
＊お問合せ やまとボランティアセンター

継続

046-201-0310（担当：備前）

046-260-5643

もみの木デイサービス（高齢者施設）

＊活動日時 月曜日～土曜日

10：00～12：00 もしくは 13：00 まで

＊活動内容 デイサービス利用者さんの入浴後のドライヤー
昼食の配膳・下膳・洗い（食洗機あり）
＊活動場所 もみの木デイサービス（上草柳 3-14-21）046-259-6974（担当：金原）
＊お問合せ やまとボランティアセンター

継続
＊活動日時

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（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

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 １１/1 号 」・「 やまと社協だより１０/１５号
文化情報誌 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

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

継続 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）

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 １１月３０日（土）11：00～14：00

場

所 大和市保健福祉センター

内

容 大和市在住の障がい者及びご家族向けに防災に関する啓発イベント

1 階ホール

申込み 無し、入退場自由、参加費無料
問合せ 福田の里
ＴＥＬ

046-267-8425（担当：田辺・松本）

：田辺・
模擬店もたくさん
でるよ！

交通安全教室に参加して模擬店チケットをゲットしよう！

アトラクション

交通安全教室

★大和シルフィード選手と一緒に
ボールで遊ぼう！等

日時：12 月 8 日（日）

10：00～14：00

会場：大和自動車学校 参加無料

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附などいただき、大変役立たせていただいており
ます。また、絵本・折り紙・工作用具・養生テープ・ガムテープ・ビニールテープ・布・ビーズなどご
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。

大和市小中学校の福祉学習が行われています！
毎年、秋から冬にかけて大和市の各小中学校では
福祉学習の授業が行われています。小学校では、
4 年生の総合の学習で福祉について学びます。
聴覚や視覚、また身体に障がいをかかえる方の想い
や障がいについての理解を深めていただくために、
ボランティアセンターでは講師の派遣をしていま
す。障がいをかかえる方の講演会や実際に子どもた
ちが不自由な体験する事で気づきや、学びがある福
祉学習です。困っている人に手を差し伸べる優しさ
や思いやりの心が育まれ、皆が暮らしやすい街づく
りを学び、福祉の心が芽生えるきっかけになると幸
いです。

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

やまとキルトボランティアの会

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

ボランティア入門講座 全 4 回 開催中

発

災害ボランティアセンター運営スタッフ
養成講座 全 3 回
開催中

問合せ

おりひめ

ふれあい

行 ： やまとボランティアセンター
： 〒242-0004 大和市鶴間１-３１-７
大和市保健福祉センター４階

やまと社協だより No.231 号発行（12/15）

TEL：046－260－5643

メールマガジンＮｏ．139 号発行 （11/20）

FAX：050－3730－9430

メールマガジン No.140 号発行 （12/20）
ふれあいＮｏ.26３号発行（1/15）

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

/15）

次号 No.２６3 の発行は、20２０年 1 月 15 日の予定です。
※次号に、記事の掲載を希望する場合は、12 月 15 日までにご連絡ください。

