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熊本地震義援金・日赤社資募集・ボランティア保険

受付中

演芸ボランティア発表会゛ふれあいフェスティバル″
災害ボラ・子育て応援ボラ

養成講座開催

イベント運営ボラ養成講座開催、夏！体験ボランティア
ボランティア情報
平成２７年度あきる野ボラセン実施事業報告
福祉用具等貸出事業
社協子育て応援サロン

「ファンファン」
次回開催日
６月８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

熊 本 地 震 災 害 義 援 金

受付中

平成２８年熊本地震災害義援金の受付けをしています。
平成２８年４月１４日（木）に発生した熊本地震に際し、亡くなられた方々のご冥福をお祈りする
とともに、被災された方々に対し、心よりお見舞い申し上げます。
あきる野市社会福祉協議会では、熊本地震災害義援金の義援金箱の設置及び義援金の受付けを行な
っております。皆様のご支援とご協力くお願いいたします。
※この義援金は、日本赤十字社東京都支部を通して、熊本県に送金させていただきます。

あなたの愛が
熊本を救う。
受付期間

平成２８年６月３０日（木）まで

日本赤十字社東京都支部あきる野市地区事務局

５月 は 赤十字月間 です。
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）のご協力をお願いしています。町内会・自治会を通してご協力をいただいているとともに、
個人でのご協力も承っております。
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、災害発生時の救護活動や地域福祉
やボランティア活動など、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。

災害ボランティア活動をお考え
の方は、ご相談ください。
平成２８年熊本地震に関するボランティア保険について、
「大規模災害時の特例措置」が
適用されることになりました。平成２８年４月２０日（水）～７月２０日（水）までの間
に、熊本地震被害に関する復興支援・被災者支援のボランティア活動を行う方で、緊急性
がある場合はご相談ください。

＊＊

受付窓口

＊＊
社協 五日市事務所
社協

秋川事務所

〒197-0812

あきる野市平沢 175-4
(秋川ふれあいセンター内)

〒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)

演芸ボランティア発表会

ご来場お待ちしています。

平成２８年度 社協登録演芸ボランティア発表会を開催します。
演芸ボランティアとは、音楽やダンスなど特技を生かしてボランティア（個人・団体）活動をします。
市内の福祉施設や町内会・自治会などのイベント等への出演や秋川ふれあいセンター内福祉喫茶「もろ
こし畑」での演奏活動を行っています。
平成２４年度から２年に一度開催している演芸ボランティア発表会は、市内の福祉施設や町内会・自
治会の皆様に喜ばれており、演芸ボランティアの皆さんもこの発表会を楽しみにしています。
入場自由となっておりますので、お誘いあわせの上ご来場ください。

災害について考えよう

《参加者募集》

災 害 ボ ラ 養 成 講 座

支えあいの
あきる野をめざして

平成 2８年６月１１日（土）災害ボランティア養成講座を開催いたします。
あきる野市内において、大規模な災害が発生した際に、多くの市民に災害ボランティアによる支援活
動に参加及び災害ボランティアセンタースタッフとして協力いただけるように、災害ボランティア養成
講座を開催いたします。
今年度は２部構成となっており、盛り沢山な内容となっています。どちらかの参加でも構いません。
災害時に地域を守る知識と技術を身につけましょう。

１部

地域力アップセミナー

２部 減災セミナー

時間
場所
定員
内容

午前１０時～正午
時間 午後１時３０分～４時
秋川ふれあいセンター ふれあいホール
場所 秋川ふれあいセンター ふれあいホール
２４０名（申込み順）
定員 ４０名（申込み順）
災害時に地域の人たちとの
内容 災害から大切な人を守る知識と技術を学ぶ
つながりが必要な理由とは。
（動きやすい服装でお越し下さい）
講師 にいがた災害ボランティアネットワーク
講師 日本赤十字社東京都支部職員
事務局長 李 仁鉄 氏
※５月１６日（月）より、電話にて受付します。（☎５９５－９０３３）
※１部と２部の両方に参加を希望される方は、昼食をお持ちください。

地域のなかで支えあう

《参加者募集》

子 育 て 応 援 ボ ラ 養 成 講 座
平成２８年６月１７日（金）子育て応援ボランティア養成講座を開催いたします。
子育てに関する様々な課題がある中、わたしたちは子育て中の親子に対して地域がどのようにかか
わる事ができるのかを考えます。地域で孤立したり、家に閉じこもりにならないよう、悩みや不安の
解消、子供の成長の共有を目指し、地域で子育て中の親子を支えあいましょう。
社協では毎月第２水曜日に、子育て応援サロン「ファンファン」を開催しておりますので、子育て
中の親子はもちろん、子育てサロンに興味をお持ちの方は、ぜひふれあいセンターにお越しください。
時間
場所
定員
内容

午後２時～４時
秋川ふれあいセンター ２階会議室
４０名（申込み順）
・子育てを取り巻く環境と課題 ・親への支援と子への支援の事例
・地域で支える子育ての重要性
※５月１６日（月）より、電話にて受付をします。（☎５９５－９０３３）
※お子さまのお預かりはできかねますので、ご了承ください。
昨年度の講座の様子 ►►

新企画！！若者必見

《参加者募集》

イ ベ ン ト 運 営 ボ ラ 養 成 講 座
平成 2８年７月９日（土）イベント運営ボランティア養成講座を開催いたします。
学生や若者も楽しくボランティア活動が出来るような講座を企画しました！
地域の行事や施設での催事などのイベントをお手伝いする「イベント運営ボランティア（通称イベン
ター）」を養成する講座を開催します。社協で貸出しているテントや綿菓子機、ポップコーン機、かき
氷機を使い楽しい活動が出来るよう講座を行います。
第１弾として、「バルーンアート」を学びます。楽しく学び、子どもやおじいちゃん、おばあちゃん
たちを喜ばせましょう♪
時間

午後２時～４時

場所

秋川ふれあいセンター

定員

１５名（申込み順）学生、若者大歓迎！

内容

バルーンアートで楽しくボランティア

講師

立教大学ボランティアサークル

２階会議室

どりぃむ・ぼっくす

※６月１日（水）より、電話にて受付します。（☎５９５－９０３３）

今年もやります！！

２０１６夏！体験ボランティアｉｎあきる野
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

夏休みを利用してボランティア体験をする「夏ボラ」は、あきる野市は東京都内で参加者
数が、なんと３番目に多いのです。あきる野市では毎年継続して夏ボラに参加する方が多く、
小学生の参加者数が多くなっています。小学生の頃からボランティア体験をする事で、普段
なかなか経験することができないことがこの夏ボラで経験できます。
今年もたくさんの参加をお待ちしています。受付開始日や詳細は下記をご参照ください。
また、社協広報「あいネット」６月号は、夏ボラ特集号となります。こちらも併せてご覧く
ださい。

実施期間
対 象 者
受付期間
受付時間

平成２８年７月１６日（土）～８月３１日（水）
都内在住、在勤、在学の小学１年生～社会人
平成２８年６月２６日（日）～７月８日（金）
①６月２６日（日）午後１時～５時
②６月２９日（水）、７月６日（水）午前９時～午後８時
③上記①・②と土日祝日を除く、平日午前９時～午後５時
※①・②は秋川事務所のみ ※③は秋川・五日市両事務所
申込方法 秋川・五日市両事務所窓口にて受付（電話受付不可）
そ の 他 活動先やプログラムによって、活動期間や時間、対象者が異なります。
問 合 せ あきる野ボランティア・市民活動センター
☎５９５－９０３３

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

ＩＴボランティア
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。

イベント運営ボランティア
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。
◆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

西多摩療育センター

西多摩療育センターは、重症心身障がい児者
の方が通う施設、身体障害者の方の入所施設、外
来受診のできる診療所などの事業展開をしてお
ります。センターではたくさんのボランティアさ
んを募集しています。

①「センター祭」ボランティア
模擬店のお手伝い、利用者の付き添いなどを
してくださるボランティアを募集しています。
６月５日（日）9：30～16：00
西多摩療育センターにて

②いろいろボランティア
散歩や作業、レクリエーションなど、一緒に
活動してくださるボランティアを募集していま
す。
月曜日～金曜日 10：00～16：00
※上記の中で、都合の良い時間
※ご希望の時間帯は、ご相談ください。
◆問合せ先
西多摩療育センター
〒197-0832 あきる野市上代継 84-6
TEL 559-2241 担当 西村

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
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
TEL 558-7010 担当 内倉

平成２７年度あきる野ボランティア・市民活動センター

事

業

報

●６月２７日（土）災害ボランティア養成講座
災害時に支えあえる地域づくりのために、講師に
一般社団法人ピースボート災害ボランティアセンタ
ーを招き、講座を開催いたしました。

●７月１８日（土）～８月３１日（月）
２０１５夏！体験ボランティア in あきる野
夏休みを利用してボランティア体験をする「夏ボ

告
●７月４・１１日（土）、２月２０・２７日（土）
おもちゃドクター養成講座
おもちゃを修理するボランティア・市民活動団体
「おもちゃ病院あきる野」が講師となり、講座を開催
いたしました。様々な工具を使い、実際におもちゃを
作ったり、解体したりして、参加者も皆さん青春時代
に戻ったように、講座を楽しんでいました。

ラ」を実施しました。延べ参加者数６０３名と、東
京都内３番目に多い参加者数となりました。

●８月１５・２５日・９月１・８・１５日（火）
傾聴ボランティア養成講座
傾聴の講座や学習会を実施している NPO 法人
P.L.A を講師に招き、相手の話を受け止めて、話し
手が心を開放して話せるような「傾聴」の技術を習
得する講座を開催いたしました。本講座受講者は、
生活や仕事に生かす人や、傾聴ボランティアとして
活動することが多く、人気の高い講座です。

●１０月５日（月）
子育て応援ボランティア養成講座
子育て中の親子が孤立しないよう、地域で子育て

●１２月８日（火） 調理ボランティア養成講座

中の親子を支えたい。そんな思いから社協では、子

食事サービスの「調理ボランティア」を体験してい

育て応援サロン「ファンファン」を月１回開催して

ただくために、ボランティア・市民活動団体「地域栄

います。地域の皆さんにもっと興味を持ってもらう

養士会のらぼうず」が講師となり、調理体験の講座を

ために、NPO 法人子育てネットワーク・ピッコロを

開催しました。男性の参加者が多く、和やかな雰囲気

講師に招き、講座を開催いたしました。

で美味しいお弁当を作りました。

●１２月２２日（火）
サンタクロースボランティア in 神明保育園

●１２月２４日（木）・２５日（金）
サンタクロースボランティア

神明保育園のクリスマス会に、子ども達にプレゼ

団塊世代の男性ボランティアがサンタクロースに

ントを届けるため、サンタクロースが子ども達に会

扮して、お子さんのいる依頼のあったご家庭に、各ご

いに行きました。サンタクロースが来て喜ぶ子ども

家庭で用意したプレゼントをお届けする事業です。応

達と、嬉しそうな子ども達に会えたサンタクロース。

募が殺到する大人気事業で、ご家族やサンタクロース

楽しい思い出になったら嬉しいです。

ボランティアにも喜んでいただいています。

●２月２日（火）
傾聴ボランティアフォローアップ講座
傾聴ボランティア養成講座同様、NPO 法人 P.L.A
を講師に招き、傾聴ボランティア養成講座受講修了
者を対象に、フォローアップ講座を開催いたしまし
た。

福祉用具等貸出事業のご案内
あきる野市社協では、市民の方々（個人及び団体）が行う福祉活動に対して、福祉用具の貸し出
しを行っています。ご活用ください。
貸出対象品目
《秋川事務所》車椅子、ポータブルレコーダー（プレクストーク）、小型点字器、アイマスク、白杖、高齢者
疑似体験セット（M・L）
、テント（2 間×3 間、１間×２間）、綿菓子機、ポップコーン機、かき氷機
（綿菓子機、ポップコーン機、かき氷機の貸出については、利用日の２か月前の１日（土日祝日は除く）から
の申込みとなります。
）
《五日市事務所》車椅子

貸出期間

利用料

貸出期間は、1 週間を限度に必要最小限とします。期間の終了又は必要のな

利用料は無料ですが、搬入

い状態になった場合は、速やかにご返却ください。在宅での介護を目的とした

及び搬出は申請者が行って

車椅子の使用やポータブルレコーダーについては、3 か月を限度とします。

ください。
（代理申請可能）

利用方法
利用

各事務所で「福祉用具等借用書」をご記入ください。

返却

①貸出期間の終了又は、必要のない状態になった場合は、速やかにご返却ください。
②市民全員を対象に貸出を行っていますので、丁寧に使用し綺麗にして返却するようお願いいたします。

秋川事務所【市民活動推進係】

五日市事務所【総合サービス係】

あきる野市平沢 175-4 秋川ふれあいセンター内

あきる野市五日市 411 五日市出張所内

TEL 595-9033 ／ FAX 559-3561

TEL 595-0818 ／ FAX 595-1678

〒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

