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災害ボランティアセンター設置・運営訓練の取り組み
～被災地支援ボランティが安心して活動ができるために～

去る、１２月７日（土）に、
「令和元年度災害ボランティアセンター運営スタッフ養成講座」第３日目に併
せて、災害ボランティアセンター設置・運営訓練を開催いたしました。
大規模災害時に被災者支援に向けたボランティア調整や情報収集のために設置・開設されるセンターで、
大和市においては大和市市民活動課とやまとボランティアセンターが協働で運営します。
訓練では、本年度の講座受講者１５人と現運営スタッフ１３人、市並びに市社協職員１２人が運営者とし
て参加しました。また、被災地支援ボランティア役として、ボランティアグループの皆様等１６人にご協力
いただきました。
受付から登録、活動前説明と募集案内、送りだしから帰着確認までの流れを訓練しました。訓練後は、参
加者全員で振り返りを行い、大規模災害時に備えた継続的・定期的な訓練の必要性を再確認しました。
昨年度は、台風 15 号、台風 19 号と立て続けに風水害に見舞われた神奈川県。令和２年は、災害の無い一
年であることを祈るばかりですが、いざという時に備えた防災や減災、災害ボランティアセンター設置・運
営の準備には、今後も継続的に取り組んでいきます。

ｄさしあ data Y さんの下校支援ボランティア（

新規

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。

S さん宅のゴミ出しのボランティア（個人の依頼）

＊活動日時

（月）または（木）9：30～10：00

＊活動内容

深見西 2 丁目にお住まいの S さん（75 才・男性）は足が悪いため、アパートの
ゴミ置き場までゴミを持って行くことが出来ません。
自宅からアパートのゴミ置き場まで、燃えるゴミを運んでくれる
ボランティアを募集します。

＊お問合せ

継続

やまとボランティアセンター

046-260-5643

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
＊活動日時

046-2６0-５６４３

S さんの通学支援ボランティア（個人の依頼）
（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

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

大和市立病院ボランティア

＊活動日時 月曜日～金曜日 8：30～11：00
＊活動内容 ①

車イス受診患者さんを受診窓口までのご案内

②

採血室や検査室までのご案内

③

入院時の荷物搬送のお手伝い

④

受診手続き、会計支払い時のお手伝い 等

＊活動場所 大和市立病院

046-260-0111（代表）内線 2540（担当：山田屋）

＊お問合せ やまとボランティアセンター

継続

カーサプラチナ大和

046-260-5643

（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

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 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 」

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。

保育ボランティア実践講座
日
場
対

時：令和 2 年 2 月 4 日（火） 10：00～12：00
所：まごころ地域福祉センター 2 階
※駐車場はありません ※２階子育てセンター入口からお入り下さい
象：保育ボランティア活動中、または今後活動予定の方（定員３０名）

内

容：親子遊びの紹介と制作及びおはなし会での発表
※お子様連れでも参加できます
参加費：無料
申込み：大和市子育て支援センター
大和市柳橋２－１１ まごころ地域福祉センター２階
☎ 046-267-9985

車イスやベビーカーにやさしい街への第一歩
～みんなの好奇心がやまとを変えるパワーになる～

『 WheeLog! 』
ってなあに❓

日 時：２月 22 日（土）13：30～17：00
会 場：大和市文化創造拠点シリウス 3 階マルチスペース
『みんなでつくるバリアフリーマップ WheeLog!アプリ』
こんなにも素敵なアプリがあるなんて！まずは話を聞いてみようよ！
講演者：吉田 雄一 WheeLoggers 障害平等研修

登録ファシリテーター

講演者：安西 祐太 WheeLog!なんでも博士『ココロ近づくプロジェクト』代表

♪♪WheeLog!応援団♪♪
講演の合間に特別なステージを企画しています♪

大和市立南林間中学校吹奏楽部

OWPJ ウィンドアンサンブル

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。

大和市ボランティア連絡協議会が全国社会福祉大会で表彰！
去る、１１月２２（金）に開催された、
「令和元年度
全国社会福祉大会」
（主催；全国社会福祉協議会・会場；
メルパルクホール）において、大和市ボランティア連絡
協議会（会長・田邊季子氏）が中央共同募金会会長表彰
を受賞されました。
授賞は、永年にわたる共同募金運動への尽力に対して
行われたもので、大会当日は田邊会長が出席し表彰状を
受け取られました。これまでのご功績にあらためて感謝
申し上げます。受賞おめでとうございました。
なお、本年度も多くのボランティア（個人・団体）の皆様が、赤い羽根共同募金運動に対しご支
援ご協力をいただきました。この紙面をお借りし、心よりお礼を申し上げます。皆様、本当にあり
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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工作・折り紙

やまとボランティアセンター当面の予定
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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
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.２６4 の発行は、20２０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。

