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Special thanks to
Volunteer!

!

去る 3 月 15 日火曜日にイオンモール大和・1 階ライトコートで、「令和 3 年度ボランティア活動パネル展」を開催しま
した。ボランティア活動に興味がある、ボランティア活動をしてみたい、自分に合った活動やできることは何だろう？・・・そんな
想いをお持ちの方にボランティアを始めるヒントになればと、今回のパネル展を企画しました。
来場された方が聞きたいこと、興味を感じること、意欲が高まるものなど、この展示会ではボランティアセンターに登録し
ている個人ボランティアや団体の活動を明確にパネル化することで、様々なボランティア活動の様子や内容を紹介しました。
来場者は 100 名を超え、ご覧いただいた方からは「具体的にボランティアのイメージができて、参考になった」「自身の
出来ることや特技が人のために役立つのは素晴らしいと思った」「大和市内で様々なボランティア活動をしている人や多く
の団体があることを知り、感銘を受けた」等、多くのご意見やご感想をいただきました。
今、世の中では困難な状況が続いていて苦しんでいる方が大勢います。このような時だからこそ「何かできることをしてみ
たい！」と思っている方、ボランティアでそんなあなたのチカラが、誰かのため、地域のため、そしてあなた自身に活かされる
かもしれません。

ボランティア活動

あ・れ・こ・れ♪
ボランティアセンターには地域の方や福祉施設
等から様々な相談が入ります。
例えば通学の付き添いが必要なお子さんで家
庭の事情により保護者の付き添いが難しい場
合、地域のボランティアでチームを組んで、支援
しています。毎朝のちょっとした時間が本人や家
族にとってかけがえのない時間になっています
♪

高齢の方や障がいのある方の住まいの不具合の
相談もありました。
車イスで出入り出来るように玄関の段差を補修し、
ご家族にも車イスでの介助が楽になったと大変喜
ばれました。
また、高齢になって庭木の手入れが出来なくなった
と言う声も数多くあります。
ボランティアが出来る範囲で、剪定や草むしりをし
て、住宅環境の改善のお手伝いをします。

その他にも、福祉施設の支援やゴミ出しのお手伝い、高
齢者の居場所づくり等、様々なボランティア活動がありま
す。誰もが安心して暮らしやすい街づくりのために、団体
や個人のボランティア活動が大きな役割を果しています。
ひとりでは出来ないことも人と人とのつながりで助け合
い、支えになっています。
ボランティア活動は地域や社会をよりよくしていくことに
役に立つとともに活動する自分自身も豊かにしてくれる
力を持っています！

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

子ども食堂のボランティア（団体の依頼）

＊活動内容 子ども食堂「かけはし・やなぎばし」で子ども達のための食事を
作ってくださるボランティアを募集します（年齢は問いません）

食事作りで
地域のお子さ
んと交流しま
せんか？

＊活動日時 ・土曜日、日曜日などお昼の時間帯
・平日などの夕食の時間帯（ご都合の良い日でご協力ください）
＊お問合せ

NPO ユナイテッドかながわ
活動拠点「かけはし・やなぎばし」（ 柳橋 2-8-6 ）
042-20４-4100 090-9349-5410 担当：市原

継続

スポーツを一緒に楽しむボランティア（個人の依頼）

＊活動内容 中央林間にお住いの障がいを持つ男子中学生と放課後や週末にサッカーや
バスケットボール等の相手をしてくれるボランティアを募集します。
＊活動日時 月曜日～金曜日の放課後、または土曜日、日曜日、祝日
（ご都合の良い日・時間帯にご協力ください）
＊活動場所 ポラリスや近隣の公園等
＊お問合せ

継続

やまとボランティアセンター

046-260-5643

通学支援のボランティア（個人の依頼）

＊活動内容 南林間にお住まいの障がいを持つお子さんが、４月から小学校の支援級へ
入学します。登校時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。
＊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）
＊お問合せ やまとボランティアセンター

継続

046-260-5643

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）

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

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 9：00～15：30（ご都合の良い日時でご協力ください）

＊活動内容

施設内の清掃作業（リネン交換、トイレ掃除、作業の手伝い）を
利用者さんと一緒にやってみませんか？

＊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：高橋・西平）

継続 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 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。

いちょう団地にて食料支援を行いました！
令和４年３月６日 （日） １１：００～１４：００

いちょう団地ショッピングセンター前にて食料支援

を行いました。当日は晴天にも恵まれ、周知を地域自治会にご協力いただき、予定していた先着６０世帯
を超える８５世帯の支援希望者が来場されました。キッズコーナーや日用品コーナーも開設し、より多く
の方へ支援をすることができました。
また、共催である県央ケータリング協会からはキッチンカーによる焼きそば・唐揚げ・ロングポテトのセ
ットを子どもたちに提供していただき、子どもたちには笑顔が溢れていました。

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、色画用紙・工作用具・養生テープ・色ガムテープ・ガムテープ・ビニールテープ・パズル・ビ
ーズ・フエルト・タオル・バスタオル・シーツ・敷パッド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
3/1 号 」・「 やまと社協だより 2/１号 」
文化情報誌 早春編 」・「 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。

数字で振り返る２０２１年度のやまとボランティアセンター
◎センター開所日数
◎講習室等利用人数
◎講習室等消毒回数

３４６日（会館管理上の閉館日、GW や年末年始等のお休みを除く）
延べ１，２１５団体・延べ７，５７７人 ※2 月末時点
８８５回・作業時間 ７７時間５７分・作業人数 延べ８８８人

・

※2 月末時点

◎講座数・受講者数

９講座・開講日数 ６５日・受講者

延べ１，１３９人

◎発行した広報紙等

やまと社協だより 年６回・ボランティア情報紙ふれあい 年６回
メールマガジン 年１２回・ボランティアグループ便覧 年１回
ボランティアメニュー 年１回・地区社協の概要 年１回

◎職員地域支援日数
２８４日 ※2 月末時点
令和４（２０２２）年度も皆様よろしくご支援のほどお願いいたします！！

ボランティアセンターの展示を是非ご覧ください

工作・折り紙 おりひめ

エイトポイントスター

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.167 号発行 （3/20）
やまと社協だより No.245 号発行（4/1）
メールマガジン No.168 号発行

（4/20）

ふれあい No.277 号発行

（5/15）

令和 4 年度手話入門講座

（5/12～）

令和 4 年度手話通訳者養成講座

（5/30～）
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問合せ

ふれあい

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
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.２７７の発行は、２０２２年５月１５日の予定です。
※次号に、記事の掲載を希望する場合は、4 月 15 日までにご連絡ください。

