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づくり

四角い紙に命を吹き込んで…

多文化共生の街づくりをめざして

今月の

表紙

工作・折り紙 おりひめ
毎回、ふれあいの「ぼらせん日和」のコーナーでおなじみの「工作・折り紙 おりひめ」は季節に
合わせた折り紙の作品をボランティアセンターの正面入口に展示しています。子どもから高齢者
まで折り紙を通じてボランティア活動を楽しみながら、「おりがみ」の文化を伝承しています。
「平面である紙を何回か折っていくことで、一つの作品が誕生し、命が吹き込まれるのが折り
紙の魅力。」と語る代表の亦部隆子さんは、小学生向けの夏休み体験学習で折り紙の講師やイ
ベントでの講習会も行っています。シリウスでの体験学習は、毎回抽選になるほど大人気です。
今回は、１９９７年からボランティアセンターで活動を開始した「工作・折り紙 おりひめ」を特集
します。（詳細は 2 ページ）
（詳細は 2 ページ）

四角い紙に命を吹き込んで！ 折り紙の楽しさを伝えたい！
～工作・折り紙

おりひめの活動～

◆活動を始めたきっかけ◆
２４年ほど前、本を見ながら作った一輪のチューリッ
プが始まり。勉強を教えていた子どもたちに何か楽し
いものをと折っているうちに、気が付けば自分が楽し
んでいた。楽しいものがあると誰かに教えたくなり、
日本折紙協会講師として、作品展示のほかにもボラン
ティアの仲間と共に地域の方や厚木基地の外国人に折
り紙を教えるようになり、１９９７年にボランティア

▲マンツーマンで丁寧に教えます

センターで団体登録。ボラセン主催の中高生対象の
「折り紙教室」福祉体験学習の講師も務める。

◆会員（スタッフ）と運営◆
活動開始当初は７名の会員でスタートし、現在は
２３名で活動しています。会員はほとんどが女性
で、作品展示やイベントの日程に合わせて、都合
の良い会員が参加しています。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。

▲ サンホーム鶴間の作品展示

◆主な活動紹介◆
▲恐竜展示

◆活動の特徴◆

。

「おりがみ」の
文化を伝承する
することを目標
としています。
皆で楽しみなが
ら、折り紙を通
じて国際交流も
しています。

※工作・折り紙 作品作りと展示
○ボランティアセンター:正面カウンターで毎月季節に合
わせた作品を展示しています。日本の祭事や風物詩など、
どこか懐かしくほのぼのとした雰囲気が癒されます。
○特別養護老人ホーム サンホーム鶴間：動物や植物の作
品を展示しています。思わず笑顔になってしまう、楽し
く平和な時間を共有しています。
※イベント
○小学生 夏休み体験学習:シリウス
○クリスマス体験学習：つきみ野学習センター
○工作折り紙講習会、展示会：老人ホーム、自治会館、学習
センター、シリウス他
多くの人に日本の伝統ある折り紙の文化について体験を
通じて学んでもらう機会をいただき活動しています。折
り紙の面白さや美しさに親しんで頂いてます。
※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。

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

デイランド

ユニークケア（通所施設）

＊活動内容 デイサービス利用者様（80～90 歳代）のお話し相手

60 歳以上の方
大歓迎！

＊活動日時 月曜日～金曜日 10：00～16：00 の間で 1 時間程度
ご都合の良い日・時間帯にご協力ください
＊活動場所 デイランド

ユニークケア

上草柳６－６－１７

＊お問合せ 046-211-9768 担当：齋藤麻美

新規

H 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・水曜日・金曜日 1２：０0～1２：３０
＊活動内容 柳橋２丁目にお住まいの H さんは起立性調節障害のため朝起きづらい状態の
柳橋小学校 6 年生の女子児童です。登校するために自宅から学校まで
付き添い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

新規

046-260-5643

やまとボランティアセンター

＊活動内容 ①小学校低学年向けの手作り絵本の色付け
②布マスクにヤマトンキャラクターのアイロンプリント
＊活動日時 ①②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

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。

継続もみの木就労継続支援
福祉創造スクウェア・すぷら（障がい者施設）
継続
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
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）
9：00～16：00（ご都合の良い日時でご協力ください）
＊活動日時
＊活動内容 ※祝日はお休みです。
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
＊活動内容 作業の補助
利用者さんの出迎え、見送り等
（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 福祉創造スクウェア・すぷら（上和田 1083-1）
＊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 046-204-6470（担当：西平）
＊お問合せ 046-200-7235（担当：吉田）

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 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

046-260-5643

継続 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。

市民ふくしのつどい～パネル展～
日

時： 令和３年８月２３日（月）１０：００～１５：００

場

所： イオンモール大和

内

容： 市内で活動するボランティアグループの啓発

１階

ライトコート

パネル展です。
主

ボランティア

催： 大和市ボランティア連絡協議会

問合せ： やまとボランティアセンター
☏０４６－２６０－５６４３

～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 ７/1 号 」・「 やまと社協だより６/１５号 」
文化情報誌 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。

やまとボランティアセンター当面の予定
ケアニン上映会

（8/20）

市民ふくしのつどい

（8/23）

やまと社協だより No.242 号発行（8/15）
メールマガジン No.159 号発行 （7/20）
メールマガジン No.160 号発行 （8/20）
ふれあい No.273 号発行

（9/15）

やまとボランティア情報誌
発

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.２７３の発行は、２０２１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。

