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視覚障がい者の目になる声のボランティア

今月の

表紙

大和市録音奉仕会
「大和市録音奉仕会」は、1977 年に発足し、40 年以上にわたり活動をしているボランティア
団体です。視覚に障がいのある方々が情報を得られるように文字情報を CD やテープに録音し
てお届けする、まさに「声のボランティア」活動をしています。主に「広報やまと」や「市議会だよ
り」、「社協だより」の音訳を行っています。読者を思って正確に読み上げること、人の声で伝える
ことを大切にしています。
わ か ほ い

あ さ み

今回は、「大和市録音奉仕会」の代表の若穂囲さん、浅見さんのお二人にインタビューをさせ
ていただきました。
（詳細は２ページ）

視覚障がい者の目になる声のボランティア
◆お二人が活動を始められたきっかけ◆
お二人に録音奉仕会での活動を始めたきっかけについて
伺いました。若穂囲さんはもともと読むことが好きだった
こと、子育てがひと段落したことで、ボランティア活動を
したいと思い、20 年前から取り組んでいます。
浅見さんは大和市への転居や親の介護の区切りを機に、
地域の取り組みがしたいと思い、広報紙での募集記事を見
て、自分にもできるかもしれないと思って始められたそう
です。
▲インタビューの様子
若穂囲さん（活動歴２０年・左手前）浅見さん（活動歴６年・左奥）

◆お二人の活動のスタイルややりがい◆
若穂囲さんは、自身が楽しんで活動することと、読者
が聞き取りやすくするために“ま”を大切にして読むこ
とを心がけて活動しています。録音奉仕会が主催する読
者との交流は、若穂囲さんの活動の意欲にもなっている
そうです。
浅見さんは、読者が心地よく聞いてもらえるように読
むことを心がけています。自分が活躍できる場があるこ
と、また、活動を通して仲間ができたことがやりがいに
つながっています。

▲録音室の編集機材

録 音 奉 仕 会 Q&A
★読者にはどういう方がいるの？★
読者は６０～８０代の２４名です。２０名の方には専用の CD、４名
の方にはテープで録音した広報等をお送りしています。若い人の読
者が少ないのはコンピューターの音声機能を活用している方が多
いのだと思います。でも、必要としている読者がいる限り活動を続け
ていきたいと思います。
▲正しい発音のための辞書

★録音する上で大変なことは？★
名前の読み方やアクセントが正しいかどうかを確認しながら録音
しています。そのため、修正や編集作業を行うと録音する時間の４倍
は時間がかかります。

★メンバーにはどんな人がいるの？★
４０～８０代の３１名（男性４名、女性２７名）で活動しています。中
には、フルタイムで働きながら活動している方もいて、それぞれ、でき
る時間に活動をしています。また、一緒に活動してくれる方を随時募
集していますので、活動に関心のある方は気軽に相談してください。
▲市民向けのイベントでの録音体験の様子
大和市録音奉仕会は、視覚障がい者の方に必要な情報を届ける“声のボランティア”です。コロナ禍で集まれな
い中でも自宅で発声練習を行うなど真摯に取り組まれています。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

通学支援のボランティア（個人の依頼）

＊活動日時 月曜日～金曜日

7：45～8：2０（ご都合の良い日でご協力ください）

＊活動内容 深見にお住まいのお子さんの小学校への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

継続

デイランド

046-260-5643

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

継続

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

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。

市民福祉のつどい～パネル展～
日

時： 令和３年１１月２９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

日時を変更しました

ライトコート

パネル展です。
主

催： 大和市ボランティア連絡協議会

ボランティア

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：視覚障がいのある方に向けた録音ボランティアに
興味のある方（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 ９/1 号 」・「 やまと社協だより８/１５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では、ボランティア相談業務の他に、４名の担当職員を配置して地区社会福
祉協議会（略して地区社協）の支援も行っております。
コロナ禍の現在、地区社協の活動も自粛や延期を余儀なくされていますが、そのような中でも地区社協担
当職員のアイデアや助言をもとに、工夫したやり方でユニークな取り組みを行っています。

下鶴間つきみ野地区社協では、例年開催していた
お花見会に替わり、地域の桜を楽しんでもらいたい
と『さくらフォトコンテスト 2021～桜よ届けプ
ロジェクト～』を企画しました。応募いただいた写
真は 142 枚。いずれも素敵な写真でしたが、その
中から最優秀賞作品をポストカードにし、地域の高
齢者にお届けしました。満開の桜のポストカードで
地域の方に春をお届けしました。

「さくらフォトコンテスト 2021～桜よ
届けプロジェクト～」最優秀賞作品
鶴間地区社協では、例年夏休み期間に泉の森を
会場にした『親と子の野外ふれあい体験』を開催
していました。多くの親子が参加する事業のため、
密を避けるためにやむなく中止としましたが、そ
れに替わる事業として、自然を材料とした作品づ
くりを行う『親と子のネイチャークラフト』を企
画・実施しました。参加された方々からは、
「コロ
ナ禍で出かけることが少ない夏休みに、自然に触れ
合うことができ楽しかった！」など、多くの喜び
の感想を頂きました。
※応募作品は、市社協ホームページ並びにフェイ
スブックでご覧になれます。

「親と子のネイチャークラフト」
最優秀賞作品

コロナ禍でも地域のつながりを絶やさないように、それぞれの地区社協で創意工夫をされています。
ボランティアセンターもこのような活動を応援しています。

やまとボランティアセンター当面の予定
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ふれあい

メールマガジン No.161 号発行 （9/20）

発

やまと社協だより No.242 号発行（10/1）

問合せ ：〒242-0004 大和市鶴間１-３１-７

※発行が偶数月の 1 日になりました

メールマガジン No.162 号発行 （10/20）
災害ＶＣ運営スタッフ養成講座（10/24～）
ふれあい No.274 号発行

（11/15）

行 ： やまとボランティアセンター
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.２７４の発行は、２０２１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。

