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◆ 令和３年度

やまとボランティアセンター活動報告 ◆

令和3年度ボランティア相談対応件数
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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。
今号では、令和 3 年度にやまとボランティアセンターに寄せられた相談や対応状況など活動報告を掲載します。
令和 3 年度は、延べ 2,385 件の相談が寄せられ、その内 2,367 件に対応をしています。令和 2 年度の対応件数
が延べ 2,100 件でしたので、件数が増加しています。
活動内容は、上記【図１】にあるように、活動の頻度が高い、「通園通学付添介助」が 915 件、「ゴミ出し等」が
717 件と支援が多くなっています。また、「余暇の為の外出支援」「視覚障がい者の外出支援」の対応件数が令和 2
年度と比べ、増加しています。高齢の方や障がいのある方の「移動」に関するニーズは高く、散歩や買い物などボラン
ティアによる支援が重要となっています。車いすを利用しているある女性の方は、月に 2 回近隣のショッピングセンタ
ーにボランティアと一緒に買い物に出掛けています。支援を受けている女性は、毎月の買い物を非常に楽しみにされ
おり、外出の機会が生きがいになっています。その他、電球の交換や家具の移動、庭の手入れなど、件数には大きく表
れていませんが、日常のちょっとした困りごとに関する相談も入り、多くのボランティアの力で対応しています。

令和3年度ボランティア依頼者の種別

図 2 は、どのような方から相談があったのか示したグ
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令和3年度ボランティア対応者
その他
図 3 は、相談のあったボランティア活動に、どのような方が対応
したかを示しています。表の通り、個人ボランティアと地区社協の
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ボランティアによる支援が大多数を占めています。
私たちが、ボランティアコーディネートをする際は、地域のつな
がり作りを意識しています。そのため、なるべく相談のあった方の
近隣にお住いのボランティアを調整するようにしています。今後も
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地域で助け合える関係作りを目指して、取り組んでいきます。

年代別ボランティア活動者
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年代ごとに、参加しやすいボランティア活動の提案を
行い、活動者を増やしていくことが課題となっています。

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

通学支援のボランティア（個人の依頼）

＊活動内容 上草柳にお住いの障がいのあるお子さんが、4 月から小学校の支援級に
通学しています。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

7：45～8：30

（ご都合の良い日にご協力ください）
＊お問合せ

新規

やまとボランティアセンター

SOMPO ケア

046-260-5643

ラヴィーレ大和（高齢者施設）

＊活動内容 施設内テラスに新たにプランターを購入し、野菜を育てることになりました。ゼロから
一緒にプランターづくりに携わってくれるボランティアを募集します。
＊活動日時 週１回程度 １４：00～１５：００
（ご都合の良い日にご協力ください）
＊活動場所 SOMPO ケア ラヴィーレ大和（上草柳２-１９-１６）
＊お問合せ

継続

046-200-0002（担当：澤田）

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）
＊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 ）
046-20４-4100 090-9349-5410 担当：市原

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）

食事作りで
地域のお子さ
んと交流しま
せんか？

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 9：00～15：30（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。

夏休み福祉体験チャレンジ学習
～「選ぶ」「学ぶ」「体験する！」夏にしかできない体験がココにはある～
～

申込み締
/7/13
切 7/13㈬

やまとボランティアセンターでは中高生が夏休みの期間を活用して体験や見学ができる事業を企画してい
ます！ボランティア団体・障がい者・こどもなど活動の幅は無限大！きっとやりたいことが見つかります！
★☆★体験メニュー★☆★
子育て支援セン
ターでの体験

障がい者施設
での体験

対象：市内在住在学

車イス清掃体験

防災施設の見学

の中高生
【step１】オリエンテーション（必須）：7 月 26 日（火）10：30～12：00
【step２】体験期間：7 月 27 日（水）～8 月 18 日（木）
【step３】修了式：8 月 19 日（金）10：30～12：30

申込み・問合せ
大和社会福祉協議会
やまとボランティアセンター
TEL：046-260-5643
FAX：050-3730-9430

令和 4 年度保育ボランティア実践講座
日 時 ： 7 月 26 日（火）10：00～12：00
場 所 ： 大和市子育て支援センター 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 20 日（月）より、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

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
5/1 号 」・「 やまと社協だより 4/１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。

～令和４年度やまとボランティアセンターの職員の紹介～

よろしくお願
いします！

ボランティアセンター所長 井東 明彦
（4/1 着任）
ボランティア振興課・課長 佐川 博之

・ｂ

スタッフ 民實 久美 ・ 坂上 周平
石井 順

・ 菊池 聖美

松村 修一
※新型コロナウイルスに配慮して撮影しております。

令和４（２０２２）年度も皆様のご支援をよろしくお願いいたします！！

ボランティアセンターの展示を是非ご覧ください

小林一男さんの作品・切り絵

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.169 号発行 （5/20）
やまと社協だより No.246 号発行（6/1）

工作・折り紙 おりひめ

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

メールマガジン No.170 号発行 （6/20）

TEL：046－260－5643

ふれあい No.278 号発行

FAX：050－3730－9430

（7/15）

夏休み福祉体験チャレンジ学習（7/26～）

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

次号 No.２７８の発行は、２０２２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。

