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づくり

誰でも気軽に楽しめるアットホームなコンサートを♪

今月の

表紙

石川ファミリーアンサンブル
今年度は新型コロナウイルスの感染拡大の影響から、多くの施設が訪問が来所の制限をかけており、
施設の皆様はいつもとは異なる生活を強いられています。例年行なわれていたボランティア等によるレク
リエーションも中止になるところが多く、利用者が楽しめるイベントも実施することが難しい状況です。
このような時だからこそ、音楽の力で利用者に元気になってほしいという願いを込めて、「石川ファミリ
ーアンサンブル」では、工夫した取り組みで活動を行っています。
これまでのように訪問して音楽演奏をすることが難しい現在、オンラインでの演奏会や自宅で演奏を
収録した DVD を施設にお届けしています。今回は、2004 年からボランティアセンターで活動を開始した
「石川ファミリーアンサンブル」を特集します。
（詳細は 2 ページ）

子どもからお年寄りまで誰もが気軽に楽しめるアットホームなコンサートを♪
～石川ファミリーアンサンブルの活動～
◆活動を始めたきっかけ◆
2004 年 3 月に毎年スキーに行っているホテルのロビーで、家族で
コンサートを行いました。その後ひまわりサロンでお手伝いしている
近くの桜丘コミセンでファミリーコンサートを行ってみようと思い、せ
っかくやるのなら何か役に立ちたいと、社協に連絡、募金箱を貸して
いただき、チラシを作ってもらいました。このようなファミリーコンサー
トを施設などでも提供出来ないかとボランティアセンターに相談し、
2004 年 10 月に団体登録しました。
▲チャリティーコンサート（桜丘学習センターにて）

◆会員と運営◆
石川聡（父、ヴァイオリン、ヴィオラ、編曲、作曲）、石
川智津子（母、チェロ、ピアノ）、石川洸貴（長男、社
会人、チェロ、ピアノ、編曲）、石川祥大（次男、修士
２年、ヴァイオリン、ピアノ）、石川絵里子（長女、大
学３年、ピアノ、ヴァイオリン）のファミリーでの運営
となっています。

2004 年に結成した当時は長女もまだ就学前でしたが、早いものですで
に子供たちは皆成人し、大人５人のコンサートとなり、施設の方々がイメー
ジするようなファミリーという概念が薄らぎつつあります。これからはそうい
う点も意識した演奏を行っていきたいですね。特に子育てで奮闘されてい
▲赤い羽根共同募金オープニングセレモニー

る方々に、子育ての先輩（笑）として、音楽はもちろん、それ以外でも色々と
情報提供できるような活動を目指したいです。

◆主な活動紹介◆
・各施設でのコンサート
老人介護施設、障害者施設などの市内の各施設で慰問コンサートを行っています。今年は直接コンサートに行けない施設において、コン
サート風景を動画で撮影し、DVD をお届けして観ていただくことも行っています。
・小さなお子様と一緒のコンサート
小さなお子様がいらっしゃり、生の音楽を聞くことができないパパママのための、親子で一緒に楽しめるコンサートを提供しています。
・大和市内の団体におけるイベント
他の団体、自治会や団地でのイベントで、皆様のニーズに合わせて楽しめるコンサートを提供しています。
・募金活動
チャリティコンサートを行い、善意銀行に全額寄附する募金活動を行っています。
★活動の特徴★
音楽というのは文字通り、音を楽しむことです。決して「音が苦」ではありません。ですから、お聞きになる方々のニーズに合わせて演奏す
ることをモットーとしています。私達の基本はクラシックですが、童謡・唱歌、懐メロ、歌謡曲、ポップス、アニメ、テレビ音楽など様々なジャンル
の曲で楽しめるように工夫しています。また、音楽だけでなく、クイズや頭の体操のようなものを演奏に盛り込むアトラクションもあり、トークと
ともに楽しんでもらっています。
新型コロナウイルスの感染拡大の影響から、各施設での方々の心のケアが重要になってきています。生の演奏が提供できなくて
も、様々な代替方法で少しでも皆様の心に潤いを与えることが出来ればと、工夫して活動されています。
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

W さんの通学支援(車イス)のボランティア（個人の依頼）

＊活動日時 月曜日・木曜日 15：30～16：00

ご協力をお願
いします。

＊活動内容 南林間 8 丁目にお住まいの W さんは座間養護学校にバス通学している
高校 2 年生の男子生徒です。下校時にバス停留所（8 丁目付近）から
自宅まで車イスの介助をしてくださるボランティアを募集します。
＊お問合せ やまとボランティアセンター

継続

046-260-5643

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

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。

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

10：00～11：30（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 11/15 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 」

」

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。

社会福祉法人 横浜いのちの電話
《２０２１年度 電話相談員ボランティア募集》
いのちの電話は、孤独の中にあって精神的に救いと励ましを求めている一人ひとりと電話で対話す
ることを目的としたボランティア団体です。横浜いのちの電話は１９８０年 9 月 1 日に開局し、社会
福祉法人の許可をとり、自殺予防の一環として現在約１７０名の電話相談員が年中無休で２４時間休
まずに活動を続けています。このような電話相談活動を継続していくためには、多くの相談員の方が
必要です。社会的ニーズに対応するためにも、多くの方のご応募をお待ちしております。
詳しくは、ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｙｉｎｄ．ｊｐ/(ホームページ)をご覧下さい。

お問合せ：社会福祉法人

横浜いのちの電話

カフェ・スプンティーノへ GO‼

事務局

TEL 045-333-6163

布や糸等ありましたら
ご寄附ください！

保健福祉センター1 階のカフェ・スプンティーノでは、
多くの障がい者施設、団体の手作り品を販売しています。
１１月からは大和市社会福祉協議会でもボランティア手
作り品コーナーを出すことになりました。マスク、マスク
ケース、アートフラワー、ビーズ等、様々な品を展示販
売しています。お立ち寄りの際には手に取ってご覧くだ
さい。代金は市社協への寄附となります。また、手作り
品を寄附しても良いとお考えの方はご相談ください。
なお、布マスク、バッグも引き続き市社協で販売中
です。皆様のご協力をお待ちしております。
市社協手作り品展示コーナー

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。

◆小学校での福祉学習の様子◆
やまとボランティアセンターでは小学校で取り組む福祉教育を支援していま
す。障がいをかかえる方の想いや障がいについて理解を深めるため、当事者の
方が講師として講演していただいたり、身体の不自由な方の体験をして福祉に
ついて学びます。

福祉学習（深見・大和東）
今年はコロナ禍での福祉学習で、例年とは様式を変えて、対策を取りながら
行いました。今回、車イスの体験学習を深見大和地区社協の皆さんにご協力し
ていただき、10/29(木)に深見小学校へ、11/9(月)に大和東小学校へ行って
きました。地域の施設の職員の方にも来ていただき、車イスの介助法を詳しく教
えてもらいました。介助する時の心構えや、段差や坂道での注意点などを学び、
実際に体験することで、車イスを使用している方の気持ちを理解し、思いやりの
心を持って接することの大切さを教わりました。

ボランティアセンターの展示を是非ご覧ください
や
ま
と
キ
ル
ト
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
会

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
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やまと社協だより No.237 号発行 （12/15）

発

メールマガジン No.151 号発行

（11/20）

メールマガジン No.152 号発行

（12/20）

ふれあいＮｏ.269 号発行
ボランティア入門講座
介護に関する入門的研修

（1/15）
（11/26）
（12/1～12/21）

ふれあい

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.２６９の発行は、
２０２１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。

