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大和市保健福祉センター

祉 ・ 連 帯 ・ 愛・・・がキーワードで共に生きるまち

４Ｆ

TEL ０４６－２６０－５６４３
FAX ０５０－３７３０－９４３０

づくり

日々誠実に、背伸びを
せずに、目の前にある
ものを照らしていけた
らと思います。「一隅
を照らす」の精神で！

早く普段通りの
生活に戻りたい。
切なる願いです！

小山所長

佐川課長

昨年中はひとかたならぬご支援を賜り心より御礼
申し上げます。引き続き、ボランティアセンター
職員一同、誠心誠意努めてまいります。
本年もよろしくお願い申し上げます。

昨年は苦しい年で
した…今年はそれ
をバネに跳ね上が
りたいと思いま
す！
坂上

思いやりの心を大切
にコーディネートし
ていきます。笑う門
には福来る！ 菊池

今、できることを
コツコツと積みあ
げていきたいと思
います。 民實

コロナ禍、ポジ
ティブ思考で未
来を拓く精神
で！
松村

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。

２０２０年は新型コロナウイルスの対応に追われ、慌ただしい一年でした。ボランティアの皆様にとって
も同様で、見えない敵との戦いは人々の距離を妨げ、ふれあうことが困難になりました。しかし、このよう
な時だからこそ困っている方々も多く支援を必要としています。コロナ禍にもかかわらず、多くのボランテ
ィアにご支援を頂きまして、誠にありがとうございました。工夫を凝らして取り組んだボランティア活動に
よって、新たな気づきもありました。そして人とのつながりの大切さを改めて感じた機会であり、共にたす
けあうことで善意の輪が広がり、一人ひとりが優しさのお裾分けができる世の中になれば幸いです。

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

横浜いのちの電話事務局

お問合せ：社会福祉法人

横浜いのちの電話

事務局

TEL

045-333-6163

TEL 045-333-6163

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

大和言語さくらの会のボランティア（団体の依頼）

＊活動内容 大和言語さくらの会は事故などにより、言葉を失われてしまった方やその家族や支援者
の言語の勉強会です。失語症に悩む方たちが、お互いに励まし合い言語の勉強会を行っ
ています。月２回の定例会（第 1、第 3 土曜日 10：00～12：00）でのお手伝いをし
てくださる方を募集します。
お茶出し、身体が不自由な参加者の介助、見守り、
お口の体操の手伝い（50 音あいうえお表を使用）、会の運営の手伝い等
＊活動場所 保健福祉センター4 階
＊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(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

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

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

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 1/15 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 」

」

ボラセンからのお知らせ

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

時：令和３年 3 月 11 日（木）10：00～12：00

場

所：まごころ地域福祉センター２階

2/8(月)～
受付開始

※駐車場はありません ※２階子育て支援センター入口からお入りください。
対

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１０名）

内

容：親子遊びの紹介と制作及びおはなし会での発表

★お子様も一緒に
ご参加できます

※お子様連れでも参加できます。
参加費：無料
お問合せ 大和市子育て支援センター

046-267-9985

※新型コロナウイルス拡大防止のため、講座が中止になる場合がありますのでご了承ください。

カフェ・スプンティーノへ GO‼☕
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。

手作りマスクをご購入いただ
きありがとうございます！
布や糸等ありましたらご寄附
ください。

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。

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。

みんなのボランティア活動展
日

時：令和３年 3 月 2 日（火）10：00～16：00

ちょこっと寄って
みませんか！

（上記の時間内にご自由にご来場ください）
会

場：大和市保健福祉センター4 階 講習室Ⅰ・Ⅱ

対 象：登録ボランティア、ボランティアに関心がある方
福祉学習（深見・大和東）
内 容：ボランティア活動写真のパネル展、ボランティアグループ等の作品を展示します
問合せ：やまとボランティアセンター
TEL
046-260-5643
※会場内では、マスクの着用や手指消毒等のご協力をお願いします。
※なお、新型コロナウイルスの拡大防止のため、中止になる場合がありますのでご了承ください。
中止の場合は、大和市社協ホームページ、フェイスブックでお知らせします。

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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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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おりひめ

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.２７０の発行は、２０２１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。

