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福 祉 バ ザ ―
１０月１８日(日) 五日市会場
８，０４０点
売 上 金
円
１０月２５日(日) 秋川会場
９，２０６点
売 上 金
円

たくさんのご来場・ご協力
ありがとうございました！！

福祉バザーの収益は、住民同士の支えあいで実施する、
地域福祉活動に役立っています。
家事援助
サービス事業

ふれあい福祉
委員会事業

ふれあい食事
サービス

移送サービス
事業

ボランティア
活動推進事業

バザーの運営や物品 提供
など、 たくさんのご協力
ありがとうございました。

昼食づくり

来場者たくさん！

ベガによる生演奏♫

森っこサンちゃんも遊
びに来てくれて、子ど
もに大人気でした♫

前日の値付け作業

大人気！森っこサンちゃん

模擬店も出店★

＊講座の開催やイベントに参加しました！
8/18～9/15 傾聴ボランティア養成講座
５回講座を開催し、１９名が参加しました。
「地域
のために何かしたい」と、２０代から８０代まで様々
な年代の方が講座に参加し、傾聴の基礎から実践ま
で幅広く学びました。今後は傾聴ボランティアでの
活動や日々の生活で活かしていきましょう！

9/26 あきる野市障がい者防災・スポーツフェア
都立秋留台公園で開催されたイベントに、
「あきる野
市赤十字奉仕団」が参加しました。災害時に活用される
アルファ米の炊き出しをし、スタンプラリー参加者に配
布しました。

11/7・8 あきる野市産業祭
あきる野市社会福祉協議会とあきる野市
赤十字奉仕団が出店いたしました。
たくさんのご来場ありがとうございました。

9/16 あきる野市民チャリティゴルフ大会
立川国際カントリークラブにて、１５６名の
参加者と２４名の実行員・協力者のもと開催さ
れました。チャリティゴルフ大会での収益金は、
高齢者・障がい者の地域福祉充実のために活用
させていただいております。今後とも、ご支援、
ご協力よろしくお願いいたします。

10/5 子育て応援ボランティア養成講座
参加者が５名と少なくて残念でしたが、短い時
間で講義から実技と盛りだくさんな内容で、楽しい
講座になりました。今後子育て支援にも目を向け、
孤立せず安心した子育てができる地域づくりを目
指します。子育てサロンも開催しておりますので、
興味ありましたら遊びに来てください★

料 理 教 室

ふれあい食事サービス≪調理ボラ≫育成
のための〝

ふれあい料理教室 ″

社協が実施する「ふれあい食事サービス」では、お弁当の調理から利用者へのお届けまで、ボラン
ティアの協力のもと行っています。今回実施する「ふれあい料理教室」では、ふれあい食事サービス
の調理ボランティアと同じように実施する「体験型」プログラムです。最後は皆さんで作ったお弁当
を試食してみましょう！地域のために何か活動したい！ボランティアを始めてみよう！とお考えの
方、ぜひご参加ください。男性の参加もお待ちしています♫

■場所 秋川ふれあいセンター 調理室
■参加費 ５００円
■定員 ２４名(先着順)
■対象 市内在住の方
■指導 地域活動栄養士会のらぼうず
■問合せ １１月１６日(月)から１１月３０日(月)まで電話にて受付。
申込み あきる野ボランティア・市民活動センター

サ ン タ ボ ラ

サンタクロース が、あなたのお家 に
プレゼントをお届けします♫

定年を迎えた団塊の世代の方がボランティアに参加するきっかけづくりと、子ども達に夢を与える
ことにより青少年育成の推進を図ることを目的とした「サンタクロースボランティア事業」が、今年
度で４回目となりました。お子様がいる家庭に大人気の事業です。ご応募お待ちしています★

■募集人数 両日とも２０家族(先着順)
■対 象 ・小学生以下の子どもがいる家庭
・障がいをお持ちの方がいる家庭
■問合せ １１月１６日(月)から１２月１１日(金)まで電話にて受付。
申込み あきる野ボランティア・市民活動センター
※受付後、訪問場所等の調整・確認をします。
※プレゼントはご家庭でご用意ください。

ＮＰＯ法人

「アジアの子どもたちの就学を支援する会」
＊＊＊ 布の裁断、アイロンかけ、紐通しなどの活動を通じて社会貢献 ＊＊＊
当法人では、カンボジアの村で小学校に行けない子どもや、その親たちを支援する活動を行っています。
カンボジアでは、貧困の為に学校に行きたくても行けない子どもが多く、校舎や教室を増やしても教育に繋
がらない現状があり、子ども達が安心して教育を受けられる環
境を整えるため、最貧困家庭に安定した収入を得る工夫が必要
です。そこで、日本のお母さんたちの悩みである、進学に伴い
幼稚園や小学校で使用するスモックや体操着袋などの用意する
小物を、カンボジアのお母さんたちに作ってもらい、お互いに
助けあう支援の形を続けています。

■■ 支援の流れ ■■
日本で布を裁断し、カンボジアへ送る。

村には電気が無いので、
ひと針ひと針手縫いして日本へ郵送する。
日本で洗濯、アイロン、紐通し、
袋詰めして完成したものを販売する。
詳しくは、http://www.tamagawa-kids.jp/asap/
をご覧ください。

■■ ボランティア活動の内容 ■■
▶カンボジアへ送るため、指定の大きさに布を裁断する作業
▶カンボジアで縫った製品の選択、アイロンかけ、紐通し、袋詰め等の作業
みんなで集まって行うことも、自宅で個別に行うことも
できますのでお気軽にご協力ください。
作業量や作業ペースはできる範囲で結構です。
ハギレでアクセサリー作りを行う際のお手伝い
や、西多摩や近郊での製品販売のスタッフも随時
募集しています。
私たちの活動を広めてくれる方
やイベントなどが好きな方、ネ
ットショップの運営スタッフ等
の参加をお待ちしています。
まずはご連絡ください☆

こんな感じで活動しています♪

【問合せ】
NPO 法人「アジアの子どもたちの就学を支援する会」副理事長 大沼陽子 ☎090-4968-4198

ボラ情報

得意なこと 好きなこと でボランティア！！

〈: 市民活動推進隊 :>

Ｉ Ｔ ボ ラ

集まれ！パソコン好き！得意！
特技を活かして市民活動の活性化を。

ボランティア・市民活動団体などのホームページやブログの
作成・更新ができる方を募集します。
活動は、依頼団体との都合で無理なく活動
してください。興味のある方はご連絡ください。

イ ベ ン タ ー

イベント好き集合～！！
イベント協力スタッフ大募集

社協や各種団体などが開催するイベントや行事に、
協力してくれるボランティアスタッフを募集します。
社協ではボランティア・市民活動団体が模擬店を出店したり、講座を開催したり、
年間行事でイベントを行ったりしています。また、施設や各種団体でも夏祭りなどイ
ベントを開催しています。そんなイベント・行事の運営や進行をサポートしてくださ
い。ライフスタイルは変えず、空いた時間、お休みの日にボランティア活動をしませ
んか？

＜問合せ先＞
あきる野ボランティア・市民活動センター

ボ ラ 情 報
ボランティア
募
集

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
情報やイベント等の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。

特別養護老人ホーム

コスモホーム

ボランティア
募
集

囲碁・麻雀

①レクリエーション支援

グループホームにお住まいのご利用者に、ゆっ
折り紙、紙細工、ぬり絵、スケッチ、お手玉、 たりと囲碁・麻雀のお相手してくださる方を募集
編み物、ゲーム、朗読、楽器演奏、生け花や しています。
アレンジメントフラワーを教えてくださる
①麻雀・・・２名
方、その他ご趣味やお得意の事を教えていた
だける方。
②囲碁・・・１名

②シーツ交換

毎週水曜日・土曜日
※ご希望の時間帯は、ご相談ください。
◆問合せ先
社会福祉法人 松風会
特別養護老人ホーム コスモホーム
〒197-0801 あきる野市菅生 1159
TEL 558-7010 FAX 558-5228
担当 峯尾
助成金事業

※ご希望の日時は
ご相談ください。
◆問合せ先
医療法人財団 暁
あきる台グループホーム秋川
〒197-0804 あきる野市秋川 6-8-5
TEL 558-1606
担当 星野

朗読ボランティアサークル「えくぼ」主催！

≪朗読学習会開催≫

社協のボランティア・市民活動団体事業助成金で、朗読学習会を開催します。市民の方へ広く音
訳を周知するために、全３回のステップアップ講座を企画しました。私たち会員とともに、勉強を
しながら声のボランティア活動に取り組んでみませんか。多くの方の参加をお待ちしています。
◆日時 平成２７年１２月１５日(火)、平成２８年１月１９日(火)、２月１６日(火)
いずれも午後１時３０分～３時３０分
◆場所 五日市交流センター ２階 第一研修室
◆対象 市内在住の方で、パソコン操作のできる方。
◆内容 「視覚障がい者のための音訳ステップアップ講座」
◆講師 関根 信昭 氏（ナレーター、声優等）
◆費用 １回 １，０００円
◆申込み １１月１６日(月)から電話にて受付。
問合せ
朗読ボランティアサークル「えくぼ」 代表 中曽根 TEL 596-2674
会員募集

朗読ボランティアサークル「えくぼ」

～あなたの声で 音訳のボランティアをしてみませんか？～
朗読ボランティアサークル「えくぼ」は、視覚に障がいのある方に、広報あきる野やギカイの時
間、あいネットあきる野等の広報を、CD にデジタル録音し、視覚に障がいのある方に声をお届け
するボランティア団体です。広報の他にも、会員が自由に朗読作品を選び CD を作成し、お届けす
る活動も行っています。
音訳の基本や録音の技術などは会員がお教えします。音訳ボランティアに興味・関心のある方、
一緒に活動してみませんか。
◆活動日 毎月第３火曜日 午後１時３０分～３時３０分 ◆場所 五日市交流センター
◆年会費 １，０００円 ◆学習会費 １回１，０００円 ◆連絡先 えくぼ代表 中曽根

ポイント

介 護 支 援 P

自分のできる活動で
ポイント を貯めよう！

活動する《 action 》
STEP
１

市内在住の６５歳以上の方（介護認定を受けていない方）で活動を希望
する場合は、社協にて申請を行い介護支援ボランティアとしての登録が必
要です。

ポイントを貯める《 save 》
STEP
2

あらかじめ登録された施設で介護支援活動を行うと、１時間１スタンプ
（１日２スタンプが限度）を受け取ることができます。
無理のない範囲で継続して、１年間ポイントを貯めましょう。

交付金を受け取る《 subsidy 》
STEP
３

翌年度に、１年間スタンプ数を計算し最大５，０００円を交付金として
受け取ることができます。※ただし、介護保険料が未納や滞納の場合は、
交付金のお渡しができません。

介護支援ポイント制度 登録施設一覧
No

施設名

住所

1

特別養護老人ホーム

紫水園

あきる野市留原 396

2

特別養護老人ホーム

第二紫水園

あきる野市高尾 516

3

特別養護老人ホーム

福楽園

あきる野市網代 326-1

4

特別養護老人ホーム

あたご苑

あきる野市入野 811

5

特別養護老人ホーム

五日市ホーム

あきる野市三内 436-1

6

特別養護老人ホーム

増戸ホーム

あきる野市三内 485-1

7

特別養護老人ホーム

南聖園

あきる野市三内 705

8

特別養護老人ホーム

コスモホーム

あきる野市菅生 1159

■草刈り、清掃、などのお手伝い

9

特別養護老人ホーム

和敬園

あきる野市菅生 1159

※施設により活動内容が異なります。

10 特別養護老人ホーム

ほたるの郷

あきる野市菅生 1453

※活動にあたり、ボランティア保険に

11 特別養護老人ホーム

草花苑

あきる野市草花 1980

12 特別養護老人ホーム

麦久保園

あきる野市草花 2219

13 特別養護老人ホーム

こもれびの郷

あきる野市雨間 385-2

14

高齢者在宅サービスセンター

萩野センター

あきる野市雨間 533-1

15

高齢者在宅サービスセンター

開戸センター

あきる野市渕上 332-1

16

高齢者在宅サービスセンター

五日市センター

あきる野市舘谷台 17

施設での活動例
■施設利用者の話し相手、ゲーム相手
■配膳、移動、催事、
レクリエーションなどのお手伝い

加入していただきます。

＜問合せ＞
あきる野市社会福祉協議会
市民活動推進係
TEL 042-595-9033

ボ ラ セ ン

あきる野市社会福祉協議会
あきる野ボランティア・市民活動センター

◆ボランティア登録の紹介◆
あきる野ボラセンでは、4 種類のボランティア登録があります。今号では、ボランティア登録の
種類や登録方法について、紹介します！
◎ボランティア・市民活動団体 ・・・日常的に地域社会と関わりをもち、不特定多数の市民を対象に、
福祉課題や社会的課題に取り組む活動をしている団体です。ボラ
ンティア・市民活動団体に登録することにより、ボランティアル
ームやロッカーの貸し出し、助成金事業の対象団体として支援を
実施しています。
（登録には要件がありますのでお問い合わせください。）
◎個 人 ボ ラ ン テ ィ ア・・・個人ボランティアは、どなたでも登録することができます。登録
すると、ボラセンに依頼があった時にボランティアの情報を受け
ることができ、自分にあった活動を自分自身で選んでボランティ
ア活動をすることができます。
◎演 芸 ボ ラ ン テ ィ ア・・・趣味や特技を活かしてボランティア活動をするのが、演芸ボラン
ティアです。市内の福祉施設や町内会・自治会からの依頼を受け、
行事に参加して、場を盛り上げています。また、昼休みに秋川ふ
れあいセンター内のもろこし畑でＢＧＭとしての演奏ができます。
◎災 害 ボ ラ ン テ ィ ア・・・災害が発生した際に、ボランティアによる活動が被災者の生活の
再建に向けて欠かせない大きな力となります。市内での大規模災
害発生に備え、災害ボランティアの事前登録をします。災害ボラ
ンティアに登録すると、災害発生時のみならず、災害発生時に迅
速に支援活動が出来るよう、講座や災害ボランティアセンターの
設置・運営訓練のご連絡をさせていただきます。

＼ ボランティア登録ご希望の方は、社協にご来局ください ／
また、ボランティアをする際には、ボランティア保険への加入を勧めております。ボランティア
活動の際に万が一怪我や事故があった場合に保障されます。ご希望の方はお申し出ください。

〒197-0812
あきる野市平沢 175-4
（秋川ふれあいセンター内)
T E L 042-595-9033
F A X 042-559-356１
MAIL volunteer-c
@akiruno-shakyo.or.jp

