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アマビエとは…
江戸時代の肥後（熊本）に出現した妖怪。
外見は人魚のようで、鳥に似たくちばしが
ある。「病がはやったら私の写し絵を人々
に見せよ」と言い残し、海へ消えたとの言
い伝えがある。「アマビエ」という名称につ
いては目撃記録が一つしかなく、名称の
意味が不明であることから、「アマビコ」と
いう同種の妖怪の誤記という説も提唱さ
れている。

こちらの厄除け『アマビエ』は“ぼらせん日和”の絵手紙でお馴染みの樋口太郎さんの作品です。樋口さんは趣味の
絵手紙を活かしたボランティアで長い間活動されています。定期的に届く季節の植物や縁起物など味わいのある絵手
紙に、いつもほっこりした気分になりとても癒されます。そして添えられた心温まるメッセージに樋口さんの優しいお人柄
を感じます。そんな訳で絵手紙を受け取った方々からは自然と笑顔があふれています。その様な樋口さんが、今回は新
型コロナウイルスを封じるために一役買ってくださいました！
疫病よけの伝説がある江戸時代の妖怪『アマビエ』の絵が今、世界中で拡散されています。この理由として多くの人
が一つになってこの難局を乗り切ろうとする動きが取り上げられているからです。ボラセンでも樋口さんの描いた『アマ
ビエ』が皆様の不安を和らげるお守りになればとご紹介しました。
その他にも前回の「ふれあい」で募集しました手づくりマスクは多くのボランティアにご協力を頂いております。郵便局
やボラセン等で手づくりマスクを販売し、ご購入いただいた代金は地域の福祉活動に役立てております。皆様の思いや
りの心が繋がって、善意の輪が広がり、助け合いの精神でこのコロナ禍を乗り切っていきたいと願います。今後とも皆
様のご協力をよろしくお願いいたします。

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。

7 月から大和市内の各小中学校の全校生の登校が再開しました。それに伴い支援
級に通うお子さんの通学の付き添いの依頼も増えております。朝のちょっとした時間
でボランティアをしてみませんか？皆様の朝の貴重な 30 分が地域に住むお子さんの
笑顔へと繋がります！皆様のご協力をよろしくお願い致します。

新規

A さんの通学支援のボランティア（個人の依頼）

＊活動日時

月曜日～金曜日の７：５５～８：2０まで（ご都合の良い日にご協力ください）

＊活動内容

深見台 1 丁目にお住まいの A さんは深見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。
A 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

新規

やまとボランティアセンター

046-260-5643

K さん（姉妹）の通学支援ボランティア（個人の依頼）

＊活動日時

水曜日～金曜日の 7：50～8：1５（都合の良い日にご協力ください）

＊活動内容

上草柳８丁目にお住まいの K さん（姉妹）は大野原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。
K さん姉妹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

Y さんの通学支援のボランティア（個人の依頼）

＊活動日時

月曜日～金曜日の 8：00～8：20（ご都合の良い日にご協力ください）

＊活動内容

福田３０００番台にお住まいの Y さん（男性）は下福田中学校の支援級に通っています。
発達障がいのため、登校時に付き添いの方がいると安心して通学ができます。
Y 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

継続

やまとボランティアセンター

046-260-5643

個別支援級の見守りボランティア（小学校の依頼）

＊活動日時

月曜日～金曜日（ご都合の良い日・週 1 回から可能です）
9：30～14：30 の中で相談可能（午前のみも可能）

＊活動内容

個別支援級の児童の学習の支援、見守り。
年齢、性別は問いません。
未経験でも可能です。

＊活動場所 横浜市立南瀬谷小学校 個別支援学級
＊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）

（火）
（木）

は決まりま
した！

＊活動日時

月曜日～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っています。
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

継続

やまとボランティアセンター

046-2６0-5643

S 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

月曜日、水曜日登校 7：50～8：10 月曜日～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。

新規

大和市子育て支援センター

＊活動日時 月曜日～土曜日 ９：００～１６：３０の間で 1 時間 30 分程度
（ご都合の良い日でご協力ください）
＊活動内容 子どもの遊び相手、講座時の保育、絵本の読み聞かせなど
＊活動場所 大和市子育て支援センター（柳橋 2 丁目 11 番地まごころ地域福祉センター2 階）
＊お問合せ 大和市子育て支援センター

046-267-9985 （担当：陶山、方）

やまとボランティアセンター

継続

046-260-5643

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 13：30～15：00（ご都合の良い日時でご協力ください）

＊活動内容

デイサービス利用者さんへのレクリエーションの提供

＊活動場所

ニチイケアセンター大和（上和田 1874-4）046-279-5761（担当：柴田）

＊お問合せ

やまとボランティアセンター

継続

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

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）
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このページは、ボランティアに関わる情報提供のコー

ボラセンからのお知らせ

ナーです。ボランティア活動の際にご活用ください。

手づくりマスク製作者を募集しています！

よろしくお願い
します！

新型コロナウィルスのまん延で、マスクが不足している状況があります。
大和市では、４月１６日に『おもいやりマスク着用条例』を制定・施行し、外出時にマスクを着用するよう呼び
かけています。一方、マスク不足の中、注目されているのが、ガーゼなどで作製する「手づくりマスク」です。
大和市社会福祉協議会では、これまでもチャリティ・ヤマトンバッグやストラップなどを作製・販売し、その収
益を地域福祉活動に活用してきましたが、今回のマスク不足を受けて、手づくりマスク作製し、必要な方々へ
の販売による活動財源づくりや地域福祉活動での活用等を考えています。
そこで、手づくりマスクの作製をしていただけるボランティアを募集いたします。
作製するのは、布マスクと不織布クッキングペーパーを使用した使い捨てマスクの二種類です。作業は、原
則ご自宅で行っていただきますが、作成に必要な材料は、大和市社会福祉協議会でご用意いたします。
皆様のご協力をお待ちしております。

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。

～新型コロナウィルス感染拡大防止に向けて～
新型コロナウィルスの感染拡大を受けて、やまとボランティアセンターでも大和市からの指導に
基づき、感染拡大防止の取り組みを行ってきております。ボランティアの皆様や関係団体・施設の
皆様には、ご不便等をおかけいたしますが、ご理解ご協力をいただきますようお願いいたします。
☆ボランティア活動における留意点
・活動に際しては、手洗いや消毒、マスクの着用や咳エチケットの徹底をお願いします。活動の
継続において不安な点がある場合は、やまとボランティアセンターにご相談ください。
・団体等の活動において、会議や研修などは、その必要性を再考いただき、延期や中止をご検討
ください。
☆保健福祉センター４階講習室等の利用について
・保健福祉センター４階の講習室等は、令和２年７月１日（水）から使用可能になりました。
当面の間、利用人数等の制限を設けておりますので、同封の「お部屋をご利用いただく皆様へ
のお願い」をご参照の上、感染予防にご協力いただきますようお願いいたします。

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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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.２６７の発行は、20２０年 9 月 15 日の予定です。
※次号に、記事の掲載を希望する場合は、8 月 15 日までにご連絡ください。

