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学校・地域とつながる福祉教育
今月の

表紙

車イス体験学習
大和市社会福祉協議会では、児童・生徒が福祉について考え学ぶための学校内福祉教育事
業を支援しています。地域の関係者が関わることで、地域ぐるみで子どもたちを見守り育む環境
づくりにも一役買っています。草柳小学校の車イス体験学習では、中央地区社協の皆様と福祉事
業所ワーカーズ想の職員にご協力をいただき実施しました。
車イス体験学習では、車イスを利用して生活される方の困難や工夫を学んだり、関わりを通し
て、自分と違う立場の人を認め、理解することを目的としています。障がいのある人や高齢者だけ
でなく、さまざまな世代や立場の違う人と関わることで、子どもたちのコミュニケーション能力を高
め、思いやりの心や相手を理解しようとする心を育むきっかけになっています。
（詳細は２ページ）

～学校・地域とつながる福祉教育～
◆大和市内にあるワーカーズ・コレクティブ想
（福祉事業所）のご協力のもと、車イスの介助
方法を分かりやすく教えて頂きました。高齢者
や障がいのある方の外出支援をお手伝いする時
の心構えや段差や坂道などでの注意点を学び、
実際に体験しながらお手伝いする時はご本人の
自主的な意思や行動を尊重し、同じ目線になっ
て思いやりを持って接することの大切さを学び
ました。
▲ワーカーズ想による車イスの介助方法の様子

車イスに乗ると
ちょっとした段
段段ううｖ
差でも、大変だ
ｆｙｆｙｆ
と気づかされま
差
した！

▲車イス体験をして、感じたことを共有しました！

◆実際に福祉の仕事に携わっている職員お二人に、福祉の仕事を始めたきっかけや魅力につい
て、それぞれの思いを伺いました。「困っている人が笑顔になる福祉の仕事は、とても励みに
なりやりがいがあります！」とお話され、子どもたちも目を輝かせて聞いていました。

大和東小学校では大和市聴覚障害
者協会と大和市手話通訳者の会の
皆さんが講師となり、手話の福祉
学習を行いました。
手話学習では、外見では聞こえ
る方との違いがわかりにくい聴覚
障がいについて知り、理解を深め
ることを目的としています。
聴覚障がいのある方に普段の生
活についてお話しを伺い、コミュ
▲大和東小学校での手話学習の様子

大和市社協では、学校と連携して誰もが暮らしやすい街づ
くりのために、車イス体験学習や手話学習の他に障がいの
ある方の福祉講演会や高齢者疑似体験等の福祉教育支援事
業を行っています。子どもたちがさまざまな課題について
学び、お互いの違いを認め合い考える機会になっています。

ニケーションの手段について学ん
だり、触れ合ったりする中で、誰
とでも関わり合おうとする気持ち
を持ち、共に生きる力、人の気持
ちに共感できる力をつけていくき
っかけとなると幸いです。

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

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

8：00～8：2０（ご都合の良い日でご協力ください）

＊活動内容 南林間にお住まいの障がいを持つお子さんが、来年４月から小学校の支援級へ
入学します。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

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

※前号において、一部配慮に欠ける表現がありました。お詫び申し上げるとともに今後表現には十分留意いたします。

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 生きがい工房上和田（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）

ご協力をお
願いしま
す。

＊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 生きがい工房上和田（上和田 2412 上和田ショッピングセンター内）
046-215-9997（担当：タジマ）
＊お問合せ やまとボランティアセンター

継続

046-260-5643

もみの木就労継続支援 B 型（障がい者施設）

＊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）

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 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。

これからの福祉を支える学生に向けて介護の魅力を発信

映画「ケアニン～あなたでよかった～」上映会
日 時：１２月４日（土）１３：３０～（１３時開場）
ところ：やまと芸術文化ホール・サブホール
対 象：市内在住・在学の学生やご家族 １３０名
（事前申込制/無料）
申込み：やまとボランティアセンター
TEL：０４６－２６０－５６４３

学生さん、大歓迎！

※席に余裕があれば一般の申し込みも受付します

～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 4 階
問 合 せ：大和市録音奉仕会 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 1１/1 号 」・「 やまと社協だより 10/１号 」
文化情報誌 初秋編 」・「 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。

「市民福祉のつどい」を開催いたします！！
大和市ボランティア連絡協議会（田辺季子会長）主催の
「市民福祉のつどい（パネル展）」が開催されます。
今年は新型コロナウィルス感染予防の観点より、各団体の活動紹介や報告のパネル展を
中心に行います。（映像コーナーもあります）
♬お近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください♬
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イオンモール大和

１階

10：00～15：00

ライトコート

問合せ：社会福祉法人 大和市社会福祉協議会
ボランティア振興課 046-260-5643

ボランティアセンターの展示を是非ご覧ください

樋口 太郎さんの作品

やまとボランティアセンター当面の予定
メールマガジン No.163 号発行 （11/20）
ボランティア入門講座

（11/30）

工作・折り紙 おりひめ「さるとかに」
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やまとボランティアセンター

：〒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.243 号発行（12/1）

TEL：046－260－5643

メールマガジン No.164 号発行

（12/20）

FAX：050－3730－9430

ふれあい No.275 号発行

（1/15）

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

次号 No.２７５の発行は、２０２２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。

