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小学５～６年生　３名
中学生～社会人　３名

活動初日
昼食代1食600円

特別養護老人ホーム 
　あたご苑　　　　（入野811）

利用者様とエプロンたたみや、日課となっている朝の会への参加、昼食時の配
膳、下膳、食事介助のお手伝いに協力いただける方。利用者様との語らいもお願
いします。

8/5～8/23　※土日を除く
９：30〜16：00（応相談）
★期間中２日〜５日まで

小学５～６年生　３名
中学生～社会人　２名

活動初日8/1～8/30　※土日祝を除く　10：00〜16：00
（応相談）　★期間中１日〜制限なし

活動初日
昼食無料提供

7/22～8/31　※日を除く　９：00〜16：00
★１週間単位（月〜土）相談可

小学５～６年生　３名
中学生～社会人　２名

活動初日7/22～8/30　※土日祝を除く
９：30〜11：30　★期間中１日〜制限なし

小学５年生～社会人
　　　　　　　　４名

活動初日
昼食代1食380円

7/22～8/25　※8/7を除く　10：00〜15：30
★期間中１日〜３日まで

小学３年生～社会人
　　　　　　　　４名

小学３年生～社会人
　　　　　　　　２名

小学５～６年生　２名
中学生～社会人　２名

小学５年生～社会人
　　　　　　　　３名

活動初日
昼食代1食250円

7/25.26.29.30.8/22.23.26.27
10：00～15：30　★連続して２日〜制限なし

小学４年生～社会人
　　　　　　　　３名

活動初日
昼食代1食150円

7/20～8/31　10：00〜16：00（要相談）
★期間中１日〜制限なし

7/20～8/31　10：00〜16：00（要相談）
★期間中１日〜制限なし

小学５～６年生　１名
中学生～社会人　１名

活動初日
昼食代1食700円

7/20～8/31　※日を除く
10：30〜15：00　★期間中１日〜制限なし

活動初日7/22～7/26
10：00〜16：00　★連続して５日

食事の片づけや清掃、クラブ活動等のお手伝いをお願いしたいと思います。ご利
用者とふれ合いながら、介護の仕事を知る機会になればと思います。

特別養護老人ホーム
　麦久保園　　　 （草花2219）

特別養護老人ホーム
　和敬園　　　　 （菅生1159）

介護老人保健施設
　さくら　　　（草花3079－5）

あきる台グループホーム滝山
　　　　　　　（秋川5－1－8）

あすなろみんなの家
　　　　　（原小宮2－6－3）

特別養護老人ホーム
　第二紫水園　（小和田15－4）

利用者様のお話相手やレクリエーションなどのお手伝いを体験してみませんか？
興味をお持ちの方の参加を心よりお待ちしております。

ご利用者とおしゃべりをしたり、クラブ活動のお手伝いをしてくれませんか？初め
ての方でも大丈夫です。皆さんが来てくださるのを楽しみにお待ちしています。

在宅復帰とする施設ではありますが、様々な理由で利用者さんが入所しています。一日の
生活を通して体験して頂ければと思います。元気いっぱいの皆様の笑顔を待っています。

デイサービス マリモ
　　　　　　　（油平148－1）

いつも明るく元気に活動を行っている利用者様と一緒に、物作り、脳トレ、体操、会話などを
通して、一日の利用者様の活動を楽しみながら体験してみてください。お待ちしています。

グループホームってどんな所か知っていますか？認知症の方々が共同生活を送ってい
る場です。皆さんとおしゃべりしたりお散歩したりできるのを楽しみにしています。

小
9

活動初日
昼食代1食150円

あきる台グループホーム秋川
　　　　　　（秋川6－8－5）

ご利用者と一緒に買い物や料理、レクリエーション、散歩、おしゃべりを楽しみ
ながら一日過ごしましょう。ご利用者、職員、会えるのを楽しみにしています。

デイサービス悠優
　　　　　　　（野辺305－6）

ご利用者様の中には様々な障がいを持つ方がいます。その中で一生懸命に活動され楽し
み、役割を見つけようと頑張られています。是非接してみて皆さんから学んでください。

小学５～６年生　２名
中学生～社会人　２名

活動初日
昼食代1食300円

7/20～8/31　※日祝を除く
９：30～16：00　★期間中1日～制限なし

デイサービスくさばな
　　　　　　　　（草花2978）

お元気な利用者さんと活動して頂きます。食事の配膳や利用者さんとのお話を通
じて、デイサービスの体験をしていただきます。お待ちしております。

お年寄りの皆さんと一緒にゲームや体操や散歩をしたり、お食事の配膳や掃除のお手伝いを
します。お年寄りの方々は皆さんが来てくださるのを楽しみにしています。待ってます！！

　ボランティアってなんだろう？福祉の仕事

はどのような仕事なの？そんな疑問を持つ方

も多いのではないでしょうか？実際に自分の

目で見て、感じて、体験しないとわからない

ことがたくさんあります。

　この夏体験ボランティア（夏ボラ）は体験

型のボランティア活動です。高齢者や障がい

者、保育園などの福祉施設やボランティア団

体など、様々な体験プログラムがあります。

　この夏ボラをきっかけとして、新たな活動

にチャレンジしてください。きっと新しい発

見があるでしょう。

夏！体験ボランティアとは？

●参加者本人が社協の事務所にお越しいただ

　き、申込みカードをご提出ください。申込

　みカードは社協の窓口にあります。また、

　ホームページからダウンロードできます。

●活動先は３か所まで申込みできます。

　（保育園は１か所のみ）

●あらかじめ複数の活動先や活動期間を決め

　ておいてください。

●申込み後、活動先などの変更はできません。

※１８歳未満は保護者の承認印が必要です。

申込み方法

主催：あきる野市社会福祉協議会
後援：あきる野市・あきる野市教育委員会
主催：あきる野市社会福祉協議会
後援：あきる野市・あきる野市教育委員会

※申込みカードは、社協の窓口にあります。また、ホームページ
（http://www.akiruno-shakyo.or.jp）からダウンロードできます！

発行　あきる野市社会福祉協議会　〒１９７－０８１２　あきる野市平沢１７５－４　　　発行日　２０１９年６月１日発行　あきる野市社会福祉協議会　〒１９７－０８１２　あきる野市平沢１７５－４　　　発行日　２０１９年６月１日
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◆秋川事務所（秋川ふれあいセンター内）

・６月２２日（土）１３：００～１７：００

※上記の受付日に草花保育園、誠和保育園の

　申込みを希望される方は受付時間を事前に

　抽選します。右の「草花保育園・誠和保育

　園をご希望される方へ」を参照し、お申込

　みください。なお、受付時間は９：００～

　１２：００となります。

・６月２４日（月）～７月５日（金）

　９：００～１７：００（土日を除く）

※６月２６日（水）、７月３日（水）は

　２０：００まで

◆五日市事務所（市役所五日市出張所内）

・６月２４日（月）～７月５日（金）

　９：００～１７：００（土日を除く）
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小学４～６年生　４名
中学生～社会人　２名

実施しない7/22～8/30　※土日祝を除く
９：30〜15：30　★期間中３日〜制限なし

小学５年生～社会人
　　　　　　　　４名

活動初日

活動初日

7/22～8/30　※土日祝を除く
９：30〜16：00　★連続して３日〜制限なし

高齢者在宅サービスセンター
五日市センター　 （舘谷台17）

高齢者在宅サービスセンター
開戸センター　（渕上332－１）

お元気な高齢者とゲームをしたり手芸をしたり話し相手をして頂きながら活動のお手伝い
をお願い致します。明るく楽しいセンターですので多くの方の参加をお待ちしています。

自立した元気な高齢者の皆様と会話を楽しみながら手工芸の手伝いや活動を一緒
に行なっていただきます。笑顔いっぱいの楽しいセンターです。

小学４年生～大学生
　　　　　　　　３名

7/22～8/30　※土日祝を除く
９：30〜16：00　★連続して３日〜制限なし

高齢者在宅サービスセンター
萩野センター　（雨間533－１）

元気な利用者さんと一緒に活動していただいたり、利用者さんとお話をしていた
だきます。とても楽しい仕事です。ぜひ体験してみてください。



7/22～8/30　※土日祝及び7/29.30を除く
10：00〜15：00（小学生は11:30まで）
★期間中１日〜制限なし

　ボランティア活動は個人の自由な意思によってはじめられるものであり、

他者から強制されて行うものではありません。これまで小学生の場合、お子
様本人は希望していないのに保護者の意思によって参加されているケースが

非常に多くみられました。自分の意思によって参加していないお子様は、活

動意欲が乏しく、活動先の職員や利用者の方にご迷惑とご負担をおかけする

結果を招いております。申込みの前に必ず親子で話し合う機会を持ち、お子
様の意思を確認してください。
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小学４年生～社会人
　　　　　　　　２名

活動初日8/1～8/7　14：30～16：30
★期間中１日〜制限なし

小学１年生～社会人
　　　　　　　　２名

活動初日7/24～8/22　※水木のみ
10：50〜12：00　★１日のみ

応援家族あきる野
　　　　　　　（小川633－６）

レクリエーションやおやつのお手伝いを通して高齢者の方と交流して頂ける方を
お待ちしております。

社協　ふれあい食事サービス
（配食）（秋川ふれあいセンター）

調理ボランティアさんが作ったお弁当を高齢の方や障がいを持った方に届けて頂
きます。

小学１年生～社会人
　　　　　　　　２名

活動初日
昼食代1食400円

7/22～8/29　※土日祝及び7/26.8/15を除く
10：00〜16：00　★期間中１日〜制限なし

やまぐちや
　　　　　　　　　（戸倉578）

利用者さんと一緒に作業に取り組みながらお互いにコミュニケーションを楽しんで頂きたい
と思います。福祉系の就職を目指している方やおしゃべり好きな方をお待ちしています。

小学５年生～社会人
　　　　　　　　２名

活動初日
昼食代1食320円希望の家

　　　　　　（五日市374－5）

障がいを持った方々の通所支援施設です。主に軽作業や歩行訓練を行っていま
す。利用者の方々は色々な方にお会いできるのを楽しみにしています。ご参加お
待ちしています。

小学５年生～社会人
　　　　　　　　２名

活動初日
昼食代1食320円

7/22～8/30　※土日祝及び8/13～16を除く
10：00～15：30　★期間中1日～5日まで（連
続する場合は3日まで）

こすもす福祉作業所
　　　（秋川ふれあいセンター）

知的・身体に障がいのある方が通う福祉作業所です。企業からの内職作業、資源
回収などのリサイクル活動、自主製品など様々な活動をします。ご参加をお待ち
しています。

誠和保育園
　　　　　　　　　（山田880）

プロシード
　　　　　　　（下代継94－6）

あきる野ａｂｌｅ
　　　（秋川ふれあいセンター）

知的障がいのある方たちが通う施設です。雑貨作りやタオルたたみなどの仕事を通し
て社会経験を増やしています。一緒にお手伝いして利用者さんと楽しみましょう。

夏期は主に年齢合同保育を行っています。先生と一緒に園児と遊んだり食事、着
替え、トイレなどのお世話をして保育園の生活を体験してください。

個性豊かで元気をくれる子とも達と共に活動をする家族の会です。夏まつりでゲームや
盆踊りを一緒に楽しみましょう。医療、福祉、教育関係の仕事を目指す方、大歓迎！！

あきる野総合スポーツクラブ
ＡＳｐｏｒｔ（フライングディス
ク）　　　　　　（秋川体育館）

障がい者のためのフライングディスククラブです。大会出場を目標に活動していま
す。スポーツを通じたボランティア活動を体験してみませんか？

あきる野こどもの家　
　　　　　　　（秋川3－7－9）

こどもたちと一緒に遊んだり、保育士の手伝いをしていただきます。こどもたち
とふれあって楽しい経験をたくさんしてください。

西秋留保育園
　　　　　　　　（上代継300）

子どもと一緒に遊んだり、保育室の片付けや玩具の整理など保育士の手伝いをして
もらいます。子どもが好きな方、保育士の仕事に興味のある方お待ちしています。

活動初日小学４年生～社会人
　　　　　　　　５名

8/４（日）のみ
９：30〜13：00

活動初日小学４年生～社会人
　　　　　　　　４名

7/25（木）、8/9（金）、8/23（金）
17：20〜18：40　★１日のみも可

あきる野総合スポーツクラブ　
ＡＳｐｏｒｔ（ボッチャ）
　　　　　　　　（秋川体育館）

パラリンピック種目のボッチャ。奥が深いボッチャの面白さを、障がいがある参加
者と共に楽しみながら体験してください。

活動初日小学４年生～社会人
　　　　　　　　３名

7/23（火）、8/27（火）
11：15～12：50　★１日のみも可

7/20（土）
10:00～11:00
昼食無料提供

小学４年生～社会人
　　　　　　　　８名

7/22～8/23　※土日祝を除く
８：30〜16：00　★連続して３日〜５日まで

あきるのクラブ
　　　　　（都立あきる野学園）

障がいのある子ども達の夏まつりのお手伝いをお願いします。内容は射的、ヨー
ヨーつり、スーパーボールすくいの店番などです。障がいのある子たちと一緒に
楽しみましょう。

実施しない小学５～６年生　５名
中学生～社会人　10名

8/24（土）のみ
９：00～13：30

活動初日
昼食無料提供

小学５～６年生　２名
中学生～社会人　１名

7/22～8/16　※土日祝を除く
９：00〜15：00　★連続して１日〜３日まで

7/19（金）
15:00～16:00
昼食無料提供

7/18（水）
16:00～16:30
昼食無料提供

7/20（土）
９:30～10:30
昼食無料提供

7/26（金）
14:30～15:00
昼食無料提供

7/20（土）
10:30～11:00
昼食無料提供

7/26（金）
16:30～17:00
昼食代1食345円
7/24（水）
14:00～14:30
昼食代1食345円

小学５～６年生　２名
中学生～社会人　２名

7/22～8/16　※土日祝を除く
９：00〜16：00　★1週間のみ（月～金）

小学５～６年生　２名
中学生～社会人　２名

7/29～8/23　※土日祝を除く
９：00〜16：00　★１週間のみ（月〜金）

小学６年生　２名
中学生～社会人　２名

8/1～8/30　※土日祝を除く
９：00〜16：00　★期間中１日〜５日まで

7/17（水）
16:00～16:30
昼食代1食370円

小学５～６年生　２名
中学生～社会人　３名
（土曜日は２名）

7/22～8/31　※日祝を除く
９：00〜16：00　★期間中１日〜制限なし

小学１年生～大学生
　　　　　　　　６名

7/22～8/30　※土日祝を除く　9：00〜16：00
（小学生は13:00まで）★１週間のみ（月〜金）

活動初日小学４年生～社会人
　　　　　　　　３名

7/22～8/30　※土日祝を除く
９：00〜14：00（小学生は12：00まで）
★連続して2日～3日まで

活動初日
昼食代1食330円

小学5年生～社会人
　　　　　　　　２名

7/22～8/30　※土日祝を除く　10:00～12：00
または13：00～15：00　★期間中1日～制限なし

小
22

てるぼうずくらぶ
　　　　　（都立あきる野学園）

あきる野学園夏まつりに野菜・パンなどを販売します。お手伝いを宜しくお願い
します。

活動初日小学４～６年生　３名
中学生～社会人　３名

7/20（土）のみ
13：00〜16：30

秋川あすなろ保育園
　　　　　　（原小宮2－6－6）

子どものお世話や一緒にあそんでもらったり保育士のお手伝いをしてもらいま
す。子どもが好きな方、この仕事に興味がある方お待ちしています。

屋城保育園
　　　　　　（二宮東1－12－9）

子どもたちのお世話をしたり、一緒に遊んだりします。その他、掃除や片付け、
プール活動の手伝いなどをして頂く予定です。

草花保育園
　　　　　　　　　（草花3056）

保育園はどんな所か、保育士の仕事はどんなことかを知る良い機会です。かわい
くて元気いっぱいの子ども達とたくさんふれあってください。

五日市わかば保育園
　　　　　　　　　（五日市98）

0歳～6歳までの子ども達が色々な経験をしながら元気いっぱい生活しています。その生
活に沿ったお手伝いをして頂きながら子ども達と一緒に楽しい時間を過ごして下さい。

小学５～６年生　２名
中学生～社会人　３名

7/23～8/24　※日祝を除く
９：30〜16：00　★連続して2日～制限なし

みどりの園
　　　　　　 （秋留2－8－15）

子ども達と遊んだり保育士のお手伝いをしたりして1日を過ごします。子どもたち
が好きで保育の仕事に興味のある方お待ちしています。

光明第六保育園
　　　　　　　　　　（留原50）

すぎの子保育園
　　　　　　　　　（戸倉783）

自然に恵まれた光明第六保育園で可愛い子ども達と一緒に過ごしてみませんか。
保育園での体験が素敵な夏の思い出になるはずです。お待ちしています。

7/18（木）、19
（金）のいずれか
16:30～17:00

小学１年生～社会人
　　　　　　　　２名

7/22～8/30　※土日祝及び8/13～16を除く
９：00〜14：00（小学生は12：30まで）
★連続して2日～3日まで

自然豊かな保育園で、子どもたちと一緒に遊んだり、掃除や片付け、プール活動
の手伝いなどをしてもらいます。

神明保育園
　　　　　　　　（瀬戸岡446）

活動初日小学４年生～社会人
　　　　　　　　４名

7/22～8/30　※土日祝を除く　9:00〜14:00、
（小学生は12:00まで）★連続して２日〜５日まで

子ども達と一緒に遊んだり着替えのお手伝いをします。先生のお手伝いやそうじ
もお願いします。得意なことがあったら子ども達にやって見せて欲しいです。

五日市保育園
　　　　　　　　（五日市345）

小学６年生～社会人
　　　　　　　　３名

7/22～8/30　※土日祝を除く
9：00〜17：00　★期間中１日〜制限なし

元気いっぱいで可愛い子ども達と一緒に触れ合ってみませんか？保育園の生活や
保育士の仕事を知る良い機会です。たくさんのご参加お待ちしております。

東秋留保育園
　　　　　　　　　（野辺1104）

施設に連絡
昼食代1食302円

活動初日
昼食代1食350円

小学６年生～社会人
　　　　　　　　２名

7/22～8/23　※土日祝を除く
9：30〜16：00　★１週間のみ（月〜金）

子ども達のお世話をしたり一緒に遊んでいただきます。保育士のお手伝いなどもし
てもらう予定です。保育園で子ども達の笑顔に触れてみたい方お待ちしています。

よつぎ第一保育園
　　　　　　　（雨間1067－6）

小学６年生～社会人
　　　　　　　　２名

7/29～8/16　※土日祝を除く
9：30〜16：00　★1週間（月～金）～制限なし

子ども達と一緒に遊んだり世話をしたり保育士の手伝いをして頂きます。保育園
に興味があってすすんでお仕事をしてくれるみなさん、お待ちしています。

よつぎっ子えん　東
　　（野辺462－17町田ビル1F）

小学４～６年生　１名
中学生～社会人　１名

7/29～8/30　※土日祝及び8/13～16を除く
9：00〜16：00　★1週間のみ（月～金）

小さいお友達と関わってみたい方。お世話してみたい方。保育園がどんな場所か知
りたい方。ボランティアにチャレンジしませんか。やる気のある方待っています。

手話サークル　「虹」
　　　（秋川ふれあいセンター）

実施しない小学１年生～社会人
　　　　　　　　20名

7/25（木）のみ
10：00〜12：00

初めての人でも「自分の名前」や「挨拶」などを楽しく学ぶことができます。私
達のサークルの名前と同じ「虹」を手話で楽しみながら歌いましょう。。

点字サークル　「まど」
　　　（秋川ふれあいセンター）

実施しない小学１年生～社会人
　　　　　　　　20名

7/29（月）、7/30（火）
10：00〜12：00　★連続２日間

点字を見て、触って、自分で打つ体験講座です。是非この機会に体験してみませ
んか。

切手整理　すずめの会
　　　（秋川ふれあいセンター）

実施しない小学１年生～社会人
　　　　　　　　15名

8/21（水）のみ
10：00〜12：00

使用済み切手は大切な資源です。楽しく話をしながら作業していて、時により珍しい切手
にも出逢えます。年齢関係なくどなたにも出来ますので、ご参加をお待ちしております。

はればれ竹クラブ（秋川）
　　　（秋川ふれあいセンター）

活動初日
材料代１つ300円

小学１年生～社会人
　　　　　　　各20名
※小3以下は保護者同伴

7/25（木）のみ
①10：00〜12：00　②13：00〜15：00

小刀などを使って竹細工を造ってみませんか。スタッフが手伝いながら物造りの楽
しさを味わえます。ウグイス笛、ぶんぶんぜみ、竹とんぼを造ります。

はればれ竹クラブ（五日市）
　　（五日市地域交流センター）

8/10（土）のみ
①10：00〜12：00　②13：00〜15：00

地域活動栄養士会　のらぼうず
　　　（秋川ふれあいセンター）

実施しない
材料代1人400円

小学1年生～6年生
　　　　　親子　18組

8/3（土）のみ
10：30〜13：30

今年のメニューは、マフィン、鶏ささ身のホイル焼き、オレンジゼリーです。夏休みの楽し
い思い出になるように親子で一緒に作って食べましょう♪お父さんの参加も大歓迎です！

五日市手話サークル「クローバー」
　　　（五日市ファインプラザ）

実施しない小学１年生～社会人
　　　　　　　　20名

8/20（火）のみ
10：00〜12：00

手話ソングを通じて、手話を身近に感じ、楽しみながら手話を覚えます。手話ゲ
ームもやります。皆さんの参加をお待ちしております。

あきる野市赤十字奉仕団
　　　（秋川ふれあいセンター）

活動初日小学１年生～社会人　20名
※小4以下は保護者同伴

7/29（月）のみ　10：00〜14：00災害時の炊き出しでの食事づくり、非常用トイレなどを体験します。この機会にみ
んなで災害時の生活を考えてみましょう。ご家族やお友達を誘って来てください。

ガールスカウト日本連盟東京都支部
第193団（秋川ふれあいセンター）

実施しない小学１年生～社会人
　　　　　　　　20名

7/21（日）のみ
９：00〜12：00

ガールスカウトの活動を体験しませんか。ロープワーク、寝袋体験、クラフト一緒に
楽しみましょう。今回は、車いす体験やアイマスクで歩く体験もしてみましょう。

あきる野絆の会　
だれでも食堂 Ｕｌｕ（参加者）
　　（御堂会館　草花3482－16）

実施しない小学１年生～社会人
　　　　　　　　20名

7/20（土）、7/21（日）、8/20（火）、
8/21（水）
10：00～16：00　★期間中1日～制限なし

「みんなでワイワイだれでもおいで！！」をテーマに大人も子供もみんなで遊ん
で！ちょっと勉強して一緒にご飯食べて楽しく過ごせる場所です。みんなで楽し
みましょう。

小
50

川原で遊ぼう会
　　（高瀬会館前　草花666－1）

活動初日小学４～６年生　２名
中学生～社会人　２名

8/4（日）のみ
９：00〜15：00

竹を組んで筏を造り川下りをします。会場準備と終った後の片づけを手伝っていただきま
す。参加者と一緒に安全な川遊びについて学ぶとともに、川遊びを楽しんでください。

あきる野ボランティア・市民活動
センター
　　　（秋川ふれあいセンター）

活動初日小学５年生～社会人
　　　　　　　　10名

8/25（日）のみ
10：00〜13：00

映画会のイベント運営のボランティア体験を行います。映画会の受付をしたり、
かき氷やポップコーンを作ります。子ども達と遊んで保育のお手伝いの活動で
す。
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