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共 催   おもちゃ病院あきる野 

日 時   ７月４日（土）・１１日（土） 

時 間   午前１０時００分～午後４時００分 

場 所   秋川ふれあいセンター ２階会議室 

定 員   １０名（申込順） 

対 象   あきる野市在住、在勤、在学の方 

参加費   １，０００円 

持ち物   ペンチ、ニッパー他 （申込時に問合せください。） 

２日間 

申込 6/1～ 

電話にて受付 

★壊れたおもちゃを治したい！ 

   ☆おもちゃドクターになりたい！ 



 
  参加者 

募集 
災害ボランティア養成講座 
 

 災害ボランティア活動に興味がある市民、市域団体の皆さん。 

災害ボランティアについて学び、一緒に考えませんか？ 

災害時に 支え合える地域づくり のために！！ 

  日 時  ６月２７日（土） 

  時 間  午後１時３０分～午後５時００分 

  場 所  秋川ふれあいセンター ふれあいホール 

  講 師  一般社団法人ピースボート災害ボランティアセンター 

  定 員  ８０名 

  参加費  無料  

５／１５より 
電話にて受付 

 
を結びました。 

あきる野市民にとって 

心強い味方に！！ 

あきる野市社協 

あきる野市災害ボランティアセ

ンターの設置等をし、災害ボラ

ンティア養成講座等を開催して

いる。現在、６１名が災害ボラン

ティア登録をしている。 

あきる野青年会議所 

東日本大震災や大島土砂災害な

どの災害でもボランティアを派

遣するなど精力的に、様々な奉

仕活動を行なう２０～４０歳まで

の公益社団法人。 



 
  

 

市内の福祉施設やボランティア団体、地域からのボランティア募集情報を掲載していま

す。活動に興味がある方、参加してみたい方、ぜひ一度ご連絡ください。 

ボランティア 
募集 

福祉喫茶 トライアングル 

 あきる野市役所 １F にある福祉喫茶です。 

１）配膳ボランティア 

  １１：３０～１３：００ 

２）会計 

  １０：００～１６：００ 

※月～金曜日 週１回～可。 

◇問合せ◇ 

 あきる野市障害者団体連絡協議会 

 担当：坂本 090-2222-0114 

ボランティア 
募集 

グリーン（園芸）ボランティア 

～秋川ふれあいセンターを 
       一緒に明るくしませんか～ 

 秋川ふれあいセンターで、一緒に花壇の整備や

種まき、草刈り等を行うボランティアです。 
 

◇活動日：月１～２回 

◇場 所：秋川ふれあいセンター敷地内 

◇その他：登録時ボランティア保険に加入 

◇問合せ・申込み◇ 

 あきる野市社会福祉協議会 

 総務係 550-3311 

 日 時  ５月２３日（土） 
 時 間  午後２時００分～午後４時３０分 

 会 場  あきる野ルピアホール 

 入場料  無料（予約不要） 

 ✡問合せ✡ NPO 法人秋川虹の家  

 （電話 ０４２－５５９－１０８６） 

講師  植 田 宏 樹 先生 

                     （秋川病院・精神科医） 

厳しい社会環境のもとでこころの病に悩んでいる人が増えています。 

精神医療が進んでいる反面、病は複雑になってきています。 

 

「こころの世界」を読み解く 
～多様化している「こころの病」～ 

 秋川虹の家 



 
  

ボランティア 
募集 

特別養護老人ホーム 

     コスモホーム 

１）レクリエーション支援 

 折り紙、紙細工、編み物、朗読、楽器演奏、 

 生け花やアレンジメントフラワーや、その他 

 趣味や得意の事を教えてくれる方 

※活動曜日や時間帯については、ご相談ください 

２）シーツ交換 

 ◇日 時：毎週 水曜日・土曜日 

※時間帯は、ご相談ください 
 

◇問合せ◇ 

 あきる野市社会福祉法人 松楓会 

 特別養護老人ホーム コスモホーム 

 ＴＥＬ：042-558-7010 担当：峯尾 

 

ボランティア情報 募集！ 

ボランティア 
募集 

養護老人ホーム 松楓園 

～元気なお年寄りの方々と、一緒に楽しく 

 活動していただけるボランティアさん募集～ 
 

１）脳の健康教室ボランティア 

 お年寄りの方々が読み・書き・計算・数字並べ 

 などを行いながら、介護予防。 

 ○や×を付けながらお年寄りを励まして、一緒 

 に楽しく活動をしていただける方を募集。 

◇活動日：毎週水曜日１０：３０～１１：３０ 

２）グループワーク活動 手工芸ボランティア 

 木工細工、紙細工、布小物、ビーズ、ちぎり絵 

 などの手工芸活動を日々の楽しみとしています。 

 一緒に楽しみながら手工芸を教えていただけ 

 る方を募集。 

◇活動日：毎週金曜日１０：３０～１１：３０ 

◇問合せ◇ 

 養護老人ホーム 松楓園 

 ＴＥＬ：042-558-7010 担当：内倉 
 

ボランティア 
募集 

ふれあい食事サービス 

 
 市内の高齢者や障がいをお持ちの方を対象に、週に

１度ボランティアの協力により、お弁当を調理し、お

届けするサービスです。 

１）調理ボランティア 

◇日時 毎週水・木 ８：３０～１１：００頃 

２）配食ボランティア 

◇日時 毎週水・木 １１：００～正午頃 

※五日市方面に届けて下さる方も募集しています。 

◇問合せ◇ ０４２－５９５－９０３３ 

 あきる野市社協 担当 斎藤、近藤(秀) 

 

ボランティア 
募集 

電話相談員ボランティア 

 
 電話相談員を志す方は 23 歳～６５歳以下で、前期・後期の研修を経て認定を受けることが必要です。 

相談員募集に先立ち 5/23・6/27・7/11 に公開講座を開催します。公開講座はどなたでもお申込みいただけます。 

◇研修期間：前期 2015年 9月～2016年 7月 後期 2016年 9月～2017 年 3 月 

◇研修場所：多摩地区の公民館・市民会館等 

◇受講料：前期 40,000円 後期 30,000 円 

◇募集要項希望者は、92円切手を貼り、住所・氏名を明記した返信用封筒を、下記宛に送付してください。 

 〒185-0012 国分寺市本町郵便局留 「ＮＰＯ法人東京多摩いのちの電話」事務局 募集要項係 

ボランティア 
募集 

介護老人保健施設 

     メディケア梅の園 

レクリエーション支援 

◇内 容 

・手工芸（折り紙、塗り絵、編み物等）、 

 書道、生け花等の指導をしていただける方。 

・朗読、紙芝居、歌、楽器演奏を披露して頂ける方。 

・囲碁、将棋のお相手をして下さる方。 

・その他、趣味や得意な事を指導・披露して頂ける方。 

◇問合せ◇ 

 介護老人保健施設 

 メディケア梅の園 デイケア（青梅市） 

 ＴＥＬ：0428-22-0155  担当：蒔田 

 



 

  
各団体からの助成金情報について掲載しています。 

ぜひご活用ください。 

助成金等 

情報 

平成２７年度  
   障害者福祉施設関係助成 

 社会福祉法人木下財団では、民間社会福祉事業（障

害児・者福祉関係）への助成・子育て支援・障害者支

援を行っています。 

【申込期間】 

 平成２７年４月１日～５月３１日 必着 

【対象事業】 

 障害児・者（身体・知的・精神障害）の小規模作業

所、グループホーム及び自立生活支援団体等。 

【助成額】 

 限度額一件３０万円 総額８００万円 

※応募要項等、詳しくは下記のＨＰをご覧ください。 

http://www.kinoshita-zaidan.or.jp 

助成金等 

情報 
大同生命厚生事業団より３種 

 公益財団法人大同生命厚生事業団では、地域に密着

した公衆衛生活動や福祉活動に従事している方々の、

「地域における保健、医療、福祉に関する研究」に対

して助成をしています。 

【応募期間】 

 平成２７年４月１日～５月２９日 必着 

１）地域保健福祉研究助成 

【助成趣旨】 

 地域で保健および福祉の活動に従事されている

方々の研究を支援することにより、我が国の保健及び

福祉の向上に寄与することを目的とする。 

【応募資格】 

①保健所・衛生研究所等衛生関係機関に所属する職員 

②都道府県市町村の衛生および福祉関係職員 

③保健・医療・福祉の実務従事者 

２）サラリーマン（ウーマン）ボランティア活動助成 

【助成趣旨】 

 サラリーマン（ウーマン）のボランティア活動を支

援することによりサラリーマン（ウーマン）のボラン

ティア活動の振興と社会福祉の向上に寄与すること

を目的とする。 

【応募資格】 

 社会福祉の推進に役立つボランティア活動を行な

っているか、または行なおうとするサラリーマン（ウ

ーマン）の個人もしくはそのグループ。 

３）シニアボランティア活動助成 

【助成趣旨】 

 シニア（年齢６０歳以上）のボランティア活動を支

援することにより、シニアのボランティア活動の振興

と社会福祉の向上に寄与することを目的とする。 

【応募資格】 

 社会福祉の推進に役立つボランティア活動を行な

っているか、または行なおうとするシニアの個人もし

くはそのグループ。 

※詳しくは下記のＨＰをご覧ください。 

http://www.daido-life-welfare.or.jp/subsidize/i
ndex.htm 

 

助成金等 

情報 

平成２７年度  
   草の根育成助成 

 公益財団法人草の根事業育成財団は、社会問題を解

決する為に活動している各種法人、任意団体と協働し

て、より良い地域社会・心豊かな市民生活の実現の為

となる事業を行う財団。 

【募集期間】 

 平成２７年５月２０日~６月１９日 消印有効 

【対象事業】 

 平成２７年８月１日～平成２８年３月３１日に東

京都で行われる医療・福祉分野・スポーツ分野の事業 

【対象団体】 

 東京都に拠点を有する非営利活動団体(任意団体可) 

【助成額】 

 １事業当たり上限５０万円 

 補助率３０～８０％以内 

※詳しくは下記のＨＰをご覧ください。 

http://www.kusanoneikusei.net/ 

 

 

◇ボランティアを募集したい 

◆イベント情報を掲載したい など 

あきる野市ボランティア・市民活動センターまで 

ご連絡ください。  ＴＥＬ：５９５－９０３３ 

http://www.kinoshita-zaidan.or.jp/
http://www.daido-life-welfare.or.jp/subsidize/index.htm
http://www.daido-life-welfare.or.jp/subsidize/index.htm
http://www.kusanoneikusei.net/


 

 
 
 
 
 
 5/11現在 

日時 曜日 演奏内容 演奏者 

５月２２日 金 ピアノ 奥泉 榮一 

２８日 木 オカリナ、ピアノ、マジック オカリナ・パルルーン 

２９日 金 琴、尺八 ふれあい 

６月１日 月 ピアノ、うた 羽音の雫 

４日 木 インディアンフルート 星川 芳人 

５日 金 ピアノ 石原 

１９日 金 ピアノ 奥泉 榮一 

２６日 金 琴、尺八 ふれあい 

 
 
  

 

 秋川ふれあいセンター  
福祉喫茶「もろこし畑」  音楽ボランティア 演奏日程 

★演奏ボランティア募集★ 

 喫茶店のＢＧＭとして、お昼のひとときを豊かにして下さる方♪ 

 日時：（平日）月～金曜日 １２：００～１３：００ 

 ※申込みは２か月前から受付けています。 

 【問合せ】あきる野ボランティア・市民活動センター 

      ＴＥＬ：５９５－９０３３ 担当：近藤（瞳）、木村 

６/２８(日) 受付スタート！！ 

２０１５ 

ｉｎあきる野 
夏ボラ 

たくさんの参加お待ちしています！ 

※詳細は、あいネット６月号にて。 

今年もやります！！ 

 
もろこし畑 休業日 

６月１０日（水） 

～１２日（金） 



 

 

第３７回 

実施報告！ 
２０１５年４月２４日（金）五日市カントリー倶楽部にて、 

第３７回チャリティゴルフ大会が開催されました。 

２２７名と多くの参加者と楽しい時間を過ごすことが出来ました。 

今回の大会で、今までの参加者が１万人を超えたことを祝し、 

１万人目の参加者に特別賞を授与しました。 

また、皆様から協力いただいたチャリティ募金等により、 

社協に１３台目の福祉車両が寄贈されました。 

たくさんの参加とご協力、ありがとうございました。 

次回のチャリティゴルフ大会は、 

９月１６日（水）立川国際カントリークラブにて開催予定です。 

皆様の参加をお待ちしています。 

【東西コース】 優勝 佐藤 茂 様 

【西南コース】 優勝 小山通孝 様 

【南東コース】 優勝 有澤 勇 様 

 
【１万人目の参加者】 内山 幸子 様 

１３台目の福祉車両 スズキ エブリー 



 
  

 

MAP 

都立秋留台公園 

あきる野市社協 

市役所 

都立 

 秋留台高校 
東中学校 

公民館 体育館 

秋留台公園西 

Ｇ・Ｓ 

 

市民広場 

○○○ ○○○ 

市民体育館前 

ボランティアを募集したい、地域のイベントや参加者を募集し
たいなどボランティア情報紙に掲載したい情報がありましたら、
あきる野ボランティア・市民活動センターにご連絡ください。 

 
 ボランティア情報紙は奇数月１５日に発行しています。市内  
公共機関、JA、郵便局等に設置してあります。また設置にご 
協力いただける方は、是非ご連絡ください！ 
 
              TEL：５９５－９０３３  

                 （あきる野ボランティア・市民活動センター） 
 
 

 

【職員紹介】 
ボランティア・市民活動センターに新しい職員が加わり

ました。 

平成２７年度のボランティア関係は、栗原、近藤(瞳)、

斉藤、木村の４名が担当します。 

よろしくお願いいたします。 

新任職員 

近藤 瞳 
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