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づくり

多文化共生の街づくりをめざして

今月の

表紙

南林間にほんごひろば
大和市には、ご存じのようにたくさんの外国人が暮らしています。多くの外国人は日本語を勉
強したいと思っています。仕事を見つけるため、仕事を続けるため、子どものため、情報を得るた
め、何より日本で暮らしていくために時間の合間を縫って日本語を学びに来ています。
一人ひとり異なる生活の中に勉強する時間を見つけ、継続していくには、応援してくれるたくさ
んの人が必要です。大和市には、多くの日本語教室があり、ボランティアのサポートよって運営さ
れています。今回は、2016 年から活動を開始した「南林間にほんごひろば」を特集します。
（詳細は 2 ページ）

多文化共生の街づくりをめざして～南林間にほんごひろばの活動～
◆活動を始めたきっかけ◆
(公財)大和市国際化協会主催の「日本語ボランティア教師養
成講座」の修了生有志により、(旧)林間学習センターを拠点
とした新たな日本語ボランティア教室を立ち上げようと、
2016 年 11 月、同協会とセンターの共催事業として発足した
のが始まりです。当初最寄り駅の名前をとって『南林間にほ
んごひろば』という名称でスタートしましたが、林間学習セ
ンター閉館にともない、拠点を保健福祉センターに移し引き
続き活動しています。

▲マンツーマンで丁寧に教えます

◆会員（スタッフ）と運営◆
活動開始当初は 13 名の会員でスタートし、現在は 8 名で活
動しています。会員は皆、前記「養成講座」修了生で、既に
仕事を引退された方や現役の方、他の事業やボランティアと
掛け持ちで活動されている方などバックグラウンドは様々で
す。皆、日本語を学びに来てくれる熱心な外国人学習者の思
いに応えようと、学習支援を行うほか運営の役割を分担し、
無理なく続けられるよう互いに協力し合いながら活動してい
ます。なお、細かいことですが、外国人「学習者」に対し、
会員は自身のことを「支援者」と呼んでいます。

▲ミニスピーチの様子

◆主な活動紹介◆
活動は基本毎月 4 回（毎週水曜日 18:00～19:30）で、以下
のような活動を行っています(※1):

▲民族衣装を知ることも大切な学びです
その他大和市で活動している主な日本語教室
団体名
大和日本語教室
かけはし

日時
毎週日曜日
10:20～12:30
毎週金曜日
10:00～11:30

場所

保健福祉センター

やまびこ

毎週木曜日
19:00～20:15

かたつむりの会

毎週土曜日
11:00～13:00

生涯学習センター

らんどせる

毎週日曜日
11:00～13:00

渋谷学習センター

つきみ野あいうえお

第 1～4 金曜日
13:30～15:00

つきみ野学習センター

○日本語学習: 基本マンツーマンで、学習者の日本語理解
度や本人の希望に合わせて学習支援を行っています。ま
た、数名グループで特定のテーマについて話し合う“グル
ープおしゃべり”なども行っています。
○ミニスピーチ: 学習者がみんなの前で日本語で話す練習
の場として月 1 回行っています。簡単な自己紹介から日
本の生活や旅の思い出などテーマは様々です。
○文化イベント: 日本の文化や風習について体験を通じて
学んでもらう機会として、暦に応じ不定期に開催してい
ます。書き初めやカルタ遊び、ひな祭りや七夕等季節行
事の他、手作り料理の試食会も行ってます。
※1 コロナ禍により、活動時間を短縮（9 月は 18:00～
19:00）し、ミニスピーチや文化イベントの開催は中止。

※コロナウイルスの影響で活動の自粛や活動日時が変更になっています。

多くの外国人が暮らしていることが大和市の特徴ですが、大勢のボランティアが外国人をサポートをしていること
も、また大和市の特徴の一つではないでしょうか。今号では、多文化が混ざり合う素敵な大和市を目指す日本語教
室の活動を紹介しました。この活動についてもっと知りたい方は、ぜひ、ボランティアセンターまでお問い合わせ
ください。
（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

福祉創造スクウェア・すぷら（障がい者施設）

＊活動日時 月曜日～金曜日 9：00～16：00（ご都合の良い日時でご協力ください）
＊活動内容 利用者さんの作業の見守り（工場からの受注作業・軽作業・PC 入力等）
施設内の畑での農作業の手伝い、見守り
利用者さんの出迎え、見送り等
＊活動場所 福祉創造スクウェア・すぷら（上和田 1083-1）046-204-6470（担当：西平）
＊お問合せ やまとボランティアセンター

継続

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

K さん（姉妹）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

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

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

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 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

10：00～11：30（ご都合の良い時間帯でご協力ください）

＊活動内容 利用者さんへのレクリエーションの提供
＊活動場所 ワークステーション菜の花（深見 941-1）046—200-0710
＊お問合せ やまとボランティアセンター

継続

046-260-5643

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
やまとボランティアセンター

継続

046-267-9985 （担当：陶山、方）
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

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 9/15 号 」・「 やまと社協だより 8/１５号 」
文化情報誌 初秋編 」・「 家庭と資源の分け方、出し方 」

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。

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！

新型コロナウイルスのまん延で、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、手づくりマスクを作製し、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、布マスクの大人用と子ども用の二種類です。作業は、原則ご自宅で行っていただきますが、
作成に必要な材料や型紙は、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。

ボランティア入門講座～知的障がい児編～
知的障がい児への理解やボランティア活動をするために必要な知識を学びます
日
場
内

時：11 月 26 日(木) 13：30～15：30
所：大和市保健福祉センター4 階講習室Ⅰ・Ⅱ
容：講義「知的障がい児の特徴について」、「知的障がい児とのかかわり方について」

定

員：25 名（参加費無料、先着順）
市内在住・在勤の方で知的障がい児に対するボランティア活動に興味関心がある方
また現在通園通学支援の活動をしている方

申込み：11 月 19 日（木）までに、電話で申し込み。
主

催：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）

ボランティアセンターの展示を是非ご覧ください
や
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ン
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工作・折り紙

おりひめ

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

赤い羽根共同募金始まります！
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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.２６8 の発行は、20２０年 11 月 15 日の予定です。
※次号に、記事の掲載を希望する場合は、10 月 15 日までにご連絡ください。

