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２０年記念式典 報告・ボランティア登録受付中
ボランティア保険・行事保険 受付開始
演芸ボラ発表会開催！日赤社資のお願い
ボランティア団体紹介＜陽だまり猫の家＞
ボランティア情報
ボランティア情報・介護支援ポイント
ご寄附の報告・お礼
平成２８年度ファンファン開催日
社協子育て応援サロン

「ファンファン」
次回開催日
４月１３日(水) 午前１０時～
秋川ふれあいセンター 寿の間

※ボラとは、ボランティアの省略です。
※ボラセンとは、ボランティア・市民活動センターの省略です。
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秋川ふれあいセンター内

あきる野市社会福祉協議会

設

立

２０ 年 記 念 式 典

皆様のおかげで
２０年を迎えられました。

平成 2８年 1 月２３日（土） あきる野市社会福祉協議会設立２０年記念式典を開催しました。
皆様のご支援とご協力を賜り、設立２０年を迎えることができました。先日開催された式典では、表
彰式や記念講演、キララバンドによる記念演奏とたくさんの方に支えられ、また、たくさんの方にご来
場いただき、無事に終えることができました。皆様への感謝の気持ちを忘れず、これからも市民の皆様
とよりよい福祉のまちづくりに励んでいきたいと思います。

写真
上 記念式典
左 記念演奏
（キララバンド）

右 社協職員
（当日集合写真）

ボ ラ ン テ ィ ア 登 録

随時受付中！！

個人ボランティア登録

災害ボランティア事前登録

本会では、ボランティア・市民活動の推進を目
的として個人ボランティア登録を行っておりま
す。登録いただいた方へ、社協へ届く様々なご相
談の内容を、メールにて一斉配信します。また、
２ヶ月に１回情報誌の発行も行っております。

災害発生時に、災害ボランティアセンターが設
置されます。その際に、災害ボランティアセンタ
ーのスタッフとして協力していただきます。一般
のボランティアとは違い、センターの運営等に携
わる役割を担います。

登録を希望される方は、社協（あきる野ボラセン）へお越しください。また、電話やメールで
の相談も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
平成２８年２月より「あきる野ボランティア・市民活動センター」の HP が開設されました。
講座やボランティア情報誌、助成金などの情報等を随時更新しますので、ご確認ください。

＊＊ あきる野ボランティア・市民活動センター ＊＊
〒197-0812 あきる野市平沢 175-4（秋川ふれあいセンター内）
TEL 595-9033 / FAX 559-3561 / MAIL volunteer-c@akiruno-shakyo.or.jp
HP http://www.akiruno-shakyo.or.jp/volunteer_center/index.html

平成２８年度

受付スタート！
平成２８年度

ボランティア保険・行事保険の受付を開始しました。

ボランティア保険とは・・・
ボランティア保険とは、ボランティア活動中の事故によりボランティア本人がケガをした場合（傷
害保険）と、ボランティア活動中に他人に対してケガを与えたことにより損害賠償が生じた場合（賠
償責任）を補償する、ボランティア活動専門の保険です。
※保険期間は，受付日の翌日から平成２９年３月３１日までの期間になります。（保険料３００円～）
４月１日から保険加入を希望される方は、３月３１日までにお申し込みください。

行事保険とは・・・
行事保険とは、行事参加者が偶然な事故でケガをした場合（傷害補償）と、行事主催者が行事参加者
個人や身体、財物に損害を与え、行事主催者が法律上の賠償責任を負った場合（賠償責任補償）を補償
する保険です。
※参加者人数は５名以上です。行事の内容によって保険料が異なります。宿泊行事は名簿を必ず提出し
てください。
（１日行事でも名簿の作成はしましょう。）不特定多数の参加者が見込まれる行事は加入で
きません。

＊＊

用紙の受取り

申込方法

＊＊

•社協受付窓口で、保険料振込用紙と申込
票を受取ります。

＊＊

受付窓口 ＊＊

社協 秋川事務所
〒197-0812

あきる野市平沢 175-4

振り込み

•お近くの郵便局、又は金融機関で保険料
を振り込みます。

提出

•申込票を記入し、社協受付窓口に申込票
と保険料の領収書を提出します。

申込完了

※ボランティア保険は、受付完了日の翌日の午前０時から
保険期間です。
※行事保険は、原則開催日の１０日前までに受付をお願い
します。

秋川ふれあいセンター

(秋川ふれあいセンター内)

社協 五日市事務所
〒190-0164

あきる野市五日市 411
(あきる野市役所
五日市出張所内)

平成２８年度 社協登録

演 芸 ボ ラ ン テ

ィ

ア 発表会開催決定

平成２８年度 演芸ボランティア発表会を開催します。
日

時 平成２８年５月２４日（火）、２５日（水）
Ⅰ部 午前９時３０分～正午 Ⅱ部 午後１時３０分～４時
場 所 秋川ふれあいセンター ふれあいホール
内 容 歌、ダンス、マジック、落語等
入 場 無料 (入退場 自由)
※プログラム等の詳細は、次号に掲載いたします。
また、５月２日よりホームページにて公開いたしますので、ご確認ください。
※演芸ボランティアは、福祉施設や自治会等の行事に出演可能ですので、お問い合わせください。

日本赤十字社東京都支部あきる野市地区事務局

日赤社資（活動資金）のご協力をお願いいたします。
日本赤十字社では、毎年５月の赤十字月間を中心に、社員（会員）へのご加入と社資（活動資
金）のご寄附をお願いしています。皆様からお預かりした活動資金は、東京都支部に送金され、
地域福祉やボランティア活動、また災害発生時の救護活動など、支えあい活動に役立っておりま
す。これからも、あたたかいご支援をお願いいたします。

日本赤十字社東京都支部あきる野市赤十字奉仕団
赤十字では、
「住みよい地域をつくりたい」
「助け合える地域をつくりたい」という気持
ちを持った人々で組織されるボランティアグループを地域赤十字奉仕団と呼んでいます。
あきる野市赤十字奉仕団は、明るく住みよい社会を築き上げることを目的とし、献血事
業や災害時における救護活動等の様々な奉仕活動に取り組んでいます。
社協や市の行事にも積極的に協力し、楽しく活動しています。ご興味ございましたら、
お気軽にご連絡ください。いつでもお待ちしています。

** あきる野市赤十字奉仕団の活動 **
スポレクや夏まつりでＰＲ活動を行ったり、防災訓
練や防災・スポーツフェアで炊き出し訓練の協力をした
り、災害時における救護活動の講習をしたりと、日々奉
仕活動に励んでおります。また、産業祭で手作り品を販
売し、その売上金を被災地へ届けています。

社協登録 ボランティア・市民活動団体 紹介コーナー！！

猫愛護ボランティアグループ「
＊＊＊

陽だまり猫の家 」

命に優しいあきる野市を目指して ＊＊＊

陽だまり猫の家とは
あきる野市に初めてできた、猫愛護ボランティアグループです。
命の大切さを柱に、猫の殺処分を減らす目的で平成２６年７月に設立しました。

活動内容
・野良猫の保護
・不妊治療
・ブログ等での情報発信

・保護猫、子猫の里親探し
・医療費等の資金集め など

活動実績
平成２７年の１年間で、１３０匹を超える野良猫の保護や不妊手術をし、３０匹を超える
猫たちの里親を探すことができました。どうぶつ基金や会費、皆様からの寄付のご協力の
もとで活動をしていますが、資金が足りずすべての猫を救いきれていないのが現状です。

募集しています
・猫活動仲間
・里親
・手術費や医療費などの活動資金
・ペット用品

さくらねこ
「さくらねこ」とは、不妊手術済みのしるしに、
麻酔が効いているときに、耳先をさくらの花びら
の形にカットした猫のことです。この耳のこと
を、さくら耳といいます。

お知らせ
平成２８年３月より、毎月１回「保護猫里親会＆バザー」を開
催する予定です。お気軽にお越しください。
★日時 第２日曜日 午前１０時３０分～午後４時３０分
（猫の搬入 午前１１時３０分～２時間程度）
★場所 塗装たなかや店（五日市 133-1 ☎596-0750）
【問合せ】
すみの

陽だまり猫の家 代表 角野春美 ☎090-5497-3500
ホームページ http://love.cat2.exblog.jp

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。

社協登録 IT ボラ

パソコンが得意な方、ご協力ください。
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・更新が出来る方を募集して
います。
活動は、依頼団体との都合で無理なく活動して
ください。
◆問合せ先
あきる野ボランティア・市民活動センター
TEL 595-9033
担当 森谷

ボランティア
募
集

社協登録 イベンター

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
集しています。
活動方法は簡単！
①社協窓口にてボランティア登録をする。
②イベントや行事がある際に、社協からご連絡
させていただきます。
③事前又は当日打ち合わせを行う。
④当日ボランティア活動をする。
学生でもできる単発ボランティアです。空いた時
間にボランティア活動で地域貢献しませんか？
◆問合せ先
あきる野ボランティア・市民活動センター
TEL 595-9033
担当 森谷

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、ぬり絵、スケッチ、お手玉、
編み物、ゲーム、朗読、楽器演奏、生け花や
アレンジメントフラワーを教えてくださる
方、その他ご趣味やお得意の事を教えていた
だける方。

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
福祉施設や地域でのボランティア募集やイベ
ントのお知らせ、ボランティア活動団体の会
員募集など、掲載依頼もお待ちしています。
お気軽にご連絡ください。

ボランティア
養護老人ホーム 松楓園
募
集
養護老人ホームでは、お元気なお年寄りの
方々が生活をしています。一緒に楽しく活動に
参加をしていただけるボランティアを募集して
います。

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、介護予防に取り組んでい
ます。○×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し
ています。
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、塗り絵、
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しています。
活動日 毎週金曜日 10：30～11：30
◆問合せ先
養護老人ホーム 松楓園
〒197-0801 あきる野市菅生 1159
TEL558-7010 担当 内倉

会員募集

社協登録演芸ボランティア

大正琴扇靖流あきる野琴の会

大正琴を通して、各町内会・自治会やふれあい福祉委員と共に協力して、敬老会や老人施設等よ
り依頼を受けて、ボランティア活動をしています。大変喜ばれています。
人との出会いを大切に親睦を深めながら、日々練習に励んでいます。参加をしてみませんか。
◆練 習 月 1 回 地域の会館にて。
◆問合せ 大正琴扇靖流あきる野琴の会
杉山 ☎090-7845-3981
※発表の依頼や体験の参加希望を、
お待ちしています。

介 護 支 援

ポ イ ン ト

高齢者が、生き生きと元気に暮らす
ことができる地域社会をめざして。

介護支援ポイント制度とは、介護予防事業として、高齢者の社会活動及び地域貢献を奨励、支援
し、ボランティア活動を通じて高齢者自ら介護予防を促進するとともに、高齢者が生き生きと元気
に暮らすことができる地域社会をつくることを目的として実施している事業です。

対象者

問合せ先

• 市内在住の介護保険第１号被保険者（65歳以上）のう
ち、要介護認定及び要支援認定を受けていない方。
（ボランティア保険の加入が必要です。）

社会福祉法人

あきる野市
社会福祉協議会

活動内容

• 受入れ施設に登録された施設での活動となります。
【例】食堂内での配膳・下膳、散歩・外出・屋内移動
の補助、施設の清掃、施設利用者の話し相手等

ポイント
付与

• (1)受入施設でボランティア活動を1時間行うことにより１スタン
プ付与します。
• (2)押印されたスタンプは、翌年度に当該制度の申請によりポイ
ントに評価したうえで、交付金を振込みさせていただきます。

＊＊ 介護支援ポイント制度

〒197-0812

あきる野市平沢175-4
TEL595-9033

登録施設一覧 ＊＊

1

特別養護老人ホーム

紫水園

9

2

特別養護老人ホーム

第二紫水園

10 特別養護老人ホーム

ほたるの郷

3

特別養護老人ホーム

福楽園

11 特別養護老人ホーム

草花苑

4

特別養護老人ホーム

あたご苑

12 特別養護老人ホーム

麦久保園

5

特別養護老人ホーム

五日市ホーム

13 特別養護老人ホーム

こもれびの郷

6

特別養護老人ホーム

増戸ホーム

14

高齢者在宅サービスセンター

萩野センター

7

特別養護老人ホーム

南聖園

15

高齢者在宅サービスセンター

開戸センター

8

特別養護老人ホーム

コスモホーム

16

高齢者在宅サービスセンター

五日市センター

特別養護老人ホーム

和敬園

ご寄附

株式会社 船戸建装

ありがとうございます。

様

設立５０周年おめでとうございます。

株式会社 船戸建装 様

より
会社設立 50 周年を記念いたしまして、「デュプリケーター」を２台、ご寄附いただきました。
秋川事務所と五日市事務所にて所有し、視覚障がい者の支援として広報等を音訳している音訳ボランテ
ィアに使用していただいたり、社協での事業やＤＶＤ・ＣＤのコピーを必要とする方への支援として、
ご活用させていただきます。ご寄附いただきまして、ありがとうございます。

－ 音訳したＣＤが利用者の皆様に届くまで －
音訳

ダビング

発送

利用者の手元へ

音訳ボランティ
アがＣＤに録音

デュプリケータ
ーにてダビング

視覚障がいの方
へお届け

喜んで、聞いてい
ただいています

子育て応援サロン
平成２８年度

開催日のお知らせ

日

時（毎月第 2 水曜日）
４月１３日（水）
８月１０日（水）
１２月１４日（水）

場

フ

ア

ン フ
毎回午前

ア

ン

10 時～正午

５月１ １日（水） ６月 ８日（水）
９月１４日（水） １０月１２日（水）
１月１ １日（水）

所 秋川ふれあいセンター

２月 ８日（水）

７月１３日（水）
１ １月 ９日（水）
３月 ８日（水）

２階 寿の間（和室 56 畳）

〒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

