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◆令和２年度

ボランティア活動報告◆
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いつもやまとボランティアセンターをご支援いただきありがとうございます。
昨年度は新型コロナウイルスの感染拡大により、外出自粛等でボランティア活動が制限され、どのように対応すべき
か試行錯誤の一年でした。三密を回避しながらのボランティア活動は、人々の距離を遠ざけ、ふれあいが少なくなり
ました。しかし、コロナ禍ならではの活動も登場し、今できることの大切さを改めて感じた一年でした。
今号では、令和２年度のボランティアセンターに寄せられた相談と対応状況をご報告させていただきます。
相談件数の総計は 2,124 件で、対前年比では 72％でしたが、対応件数は 2,100 件で、99％はボランティアで
の支援に結びついていることになります。相談件数の傾向としては、コロナ禍でも障がいがある児童の通学支援は
956 件と前年の 845 件を上回り、全体の 45％と最も多く、15 名の児童の通学支援にご協力をいただきました。
次いでゴミ出し等の生活身辺介助の依頼も 522 件と多く全体の 24％となり、やはり継続的で生活に密着した依
頼が多いことが伺えます。そして、その他の項目が増加しているのは、コロナ禍でのマスク需要が高まり、マスク不足
の中で生まれた手作り布マスクの依頼で、延べ 30 人を超えるボランティアの協力がありました。こんな時だからこそ
の創意工夫で、必要としている支援につながることの大切さを感じた機会でした。
一方で、施設での活動や話し相手の相談件数は、施設側の受け入れ制限もあり、前年よりかなり減少しました。や
はり施設等では三密を避けられないことが要因と思われます。しかし訪問活動が難しい状況でも、オンライン等の活
用で支援してくださるボランティアグループもあり、様々な代替方法で取り組むことが新たな気づきに繋がりました。
支えているのは登録ボランティアの皆様であり、地区社協の個別支援活動です。令和３年度もボランティアセンター
は地域の一人ひとりに寄り添いながら、サポートしていきます。皆様のご支援を今後ともよろしくお願いいたします。
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ランティアにご支援いただきま
した。地区社協のご協力も全体
の 32％と前年より大幅に上回っ
ております。
このように支援を必要とする
方は地域の方に支えられていま

個人ボラン
ティア
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す。これからも善意の輪が広が
り、どんな人も暮らしやすい地
域になりますよう、皆様のご支
援ご協力をお願い致します。

マスク製作ボランティアの交流会を行いました‼
ボランティアによる手作りマスクを購入していただくと寄附になるという取り組みは昨年 4 月から
始まり 1 年になりました。この間、35 人ものボランティアが参加していただきましたが、現在も続
けていただいている 14 人が参加し、
「マスクボランティア交流会」を 4 月 28 日に開催し、髙橋会長
から感謝状を贈呈しました。
参加者は「自分の作ったマスクを着けている方に会いたい」
「地域の役に立って嬉しい」とマスク
作りを楽しんでいると感想をおっしゃってくださいました。この取り組みは作ってくださる方、布
を寄附してくださる方、購入してくださる方、マスクを取り扱って下さる店舗、皆さまの協力で成
り立っています。お店に行かれた際は、マスクやマスクケースをぜひ手に取ってご覧ください。
取扱い店
郵便局（下鶴間、南林間六、鶴間駅前、上草柳
南大和、相模大塚駅前、柳橋、桜ヶ丘、福田）
、
セブンイレブン大和東 1 丁目店、大和鶴間 1 丁
目店、横浜園大和駅ビル店
NEW
大和市内のベルべ 8 店舗全店

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。

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

もみの木就労継続支援 B 型（障がい者施設）

ご協力をお願
いします。

＊活動日時 月曜日～金曜日 10：00～12：00（ご都合の良い日にご協力ください）
※祝日はお休みです。
＊活動内容 作業の補助（主にタオルたたみ、シュレッダー処理などの軽作業を行っています）
＊活動場所 もみの木 就労継続支援 B 型（上草柳 3-14-21-2）
＊お問合せ 046-200-7235（担当：吉田）

新規

やまとボランティアセンター

＊活動内容 小学校低学年向けの手作り絵本の色付け
＊活動日時 ご都合の良い日・時間帯にご協力ください
＊活動場所 自宅など好きな場所でご活動ください
＊お問合せ 046-260-5643（やまとボランティアセンター）

継続

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
＊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

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

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）
＊お問合せ 046-204-6470（担当：西平）

継続

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）

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

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。

令和３年度保育ボランティア実践講座
日 時：令和３年７月２７日（火）１０：００～１２：００

場

所：まごころ地域福祉センター

２階 会議室

内

容：保育ボランティアに役立つ遊びの習得
（手遊び・ふれあい遊び・体操・制作等）

対

象：子どもに関わるボランティアとして活動中、または活動予定の方

定

員：各 15 名

参加費：無料
申込み：６月２１日（月）より、大和市子育て支援センターに直接または電話で申し込み
問合せ：大和市子育て支援センター
ＴＥＬ：０４６―２６７－９９８５

～声のボランティア募集～
活動内容：視覚障がい者の方々への「広報やまと」「大和市議会だより」「社協だより」のほか
新聞のコラムなどの音訳や声の雑誌を作成。
CD/テープを発行＆郵送
対

象：どなたでも（個別研修あり）

活動場所：大和市保健福祉センター
問合せ ：大和市録音奉仕会

4階

若穂囲（わかほい）

ＴＥＬ ：０８０－１０２４－１６３４

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

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 5/15 号 」・「 やまと社協だより 4/１５号 」
文化情報誌 初夏編 」・「 家庭と資源の分け方、出し方 」

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。

～令和３年度ボランティアセンター職員の紹介～

よろしくお願
いします！

ボランティアセンター所長

佐藤 健二
（４/１着任）

ボランティア振興課・課長

佐川 博之

スタッフ 民實 久美 ・ 坂上 周平
菊池 聖美 ・ 石井 順
松村 修一
以上、よろしくお願いいたします。
※新型コロナウイルスに配慮して、写真撮影を行っております。

ボランティアセンターの展示を是非ご覧ください
エ
イ
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ン
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タ
ー
工作・折り紙

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
発

令和３年度手話入門講座

（5/13～）

令和３年度手話通訳者養成講座 （6/7～）

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

やまと社協だより No.240 号発行 （6/15）

TEL：046－260－5643

メールマガジン No.157 号発行

（5/20）

FAX：050－3730－9430

メールマガジン No.158 号発行

（6/20）

ふれあいＮｏ.272 号発行

（7/15）

E-mail:vc@yamato-shakyo.or.jp
ご意見・ご感想お待ちしています♪

次号 No.２７２の発行は、２０２１年 7 月１５日の予定です。
※次号に、記事の掲載を希望する場合は、6 月 15 日までにご連絡ください。

