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※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。 

 

 

日本赤十字社東京都支部 

活動資金へのご協力 

ありがとうございました。 

総額３，７０９，６７８円 

       （７月５日現在） 
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６月２６日(日)より受付を開始し、 

        まもなく活動が始まります。 ボ 夏 ラ 

平成２８年６月２６日(日) 受付初日の様子 

 夏ボラ受付初日午後１時から５時にわたり、受付

を実施いたしました。初日だけで２０１名の申込み

があり、大盛況で受付初日を終えました。 

７月８日(金)で受付期間は終了しましたが、活動

期間中の受付ができる施設・団体があります。

夏ボラで、夏休みに貴重な体験をしませんか。 

高齢者施設 

障がい者施設 

障がい者関係 

保育園 医療関係 

ボランティア団体 

図書館 

夏ボラの活動先はさまざま！ 

71 の活動プログラムがあります。 



 

 

高齢者関係 ※№は受入れ先№です。 

障がい者関係 
27 金木犀の郷 34 上代継住宅地域支援センター もえぎ 

28 就労継続支援 B 型 戸倉・やまぐちや 36 生活支援センター フィレ 

29 希望の家 37 プロシード 

30 こすもす福祉作業所 38 就労移行支援事業 五日市・やまぐちや 

31 ひばり分室 39 あきる野ａｂｌｅ 

32 ワークスタジオかがわ 40 てるぼうずくらぶ 

33 西多摩療育支援センター 楽   

児童・保育園関係 
43 増戸保育園 51 ウッディキッズ 56 東秋留保育園 

48 屋城保育園 52 みどりの園 57 よつぎ第一保育園 

49 五日市わかば保育園 55 五日市保育園 59 網代ホーム きずな 

50 光明第六保育園     

医療関係・ボランティア団体等 
60 公立阿伎留医療センター 63 手話サークル 虹 

61 あきる台病院 66・67 はればれ竹クラブ（秋川・五日市） 

62 あきる台クリニック 71 五日市手話サークル クローバー 

 

1 あたご苑 8 南聖園 19 五日市センター 

2 麦久保園 10 和敬園 20 開戸センター 

3 福楽園 11 コスモホーム 21 萩野センター 

4 こもれびの郷 12 松楓園 23 デイサービス マリモ 

5 紫水園 13 増戸ホーム 25 社協食事サービス 配食（五日市） 

6 第二紫水園 15 あすなろみんなの家 26 社居食事サービス 調理 

7 五日市ホーム 18 デイサービス悠優  

もしもの時には・・・ 

 夏ボラ参加者の皆さんは、活動開始と同時に夏ボラ事

業保険に加入します。 

 万が一、夏ボラの活動中に、自分がケガをしてしまっ

た、相手にケガをさせてしまった、モノを壊してしまっ

た、交通事故にあってしまった等ございましたら、あき

る野市社会福祉協議会までご連絡ください。 

（ただし、故意に行った場合や自動車事故、通常の往復

ルート外での事故など保険対象外の場合もあります。） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あきる野市社会福祉協議会 市民活動推進係 

あきる野ボランティア・市民活動センター  ☎595-9033 

たくさんのご参加お待ちしています。 

傾聴ボランティア養成講座 
 傾聴は、相手の話しを真剣に受け止め、寄り添い、共感し、心を込めてお話し（お気持ち）をお聴きするこ

とで、お話しされた方が心穏やかに過ごせるようお手伝いをすることです。傾聴技術を習得して、在宅や福祉

施設における傾聴活動に生かしませんか。 

日 時 平成２８年８月２・９・１６・２３・３０日 全火曜日 

    午後１時３０分～４時（最終日は４時３０分まで） 

場 所 秋川ふれあいセンター ２階会議室 
講  師 ＮＰＯ法人Ｐ.Ｌ.Ａ 理事長 後庵正治氏 

参 加 費 ５，０００円（全５回分）※初回受講時に集金します。 

定  員 ２０名（申込み順） 

対  象 全５回受講できる方。市内在住の方。 

申込方法 電話にて受付☎ 

親子バスレクリエーション事業 
 ひとり親家庭及び障がい児（者）家庭を対象に、親子バスレクリエーション事業を実施しています。 

今年も、夢の国゛ 東京ディズニーランド ″へ行きます♪親子で楽しむことはもちろん、周りのご家
族との交流もお楽しみください。ご参加お待ちしています。 

日 時 平成２８年９月３日（土）  午前６時３０分に秋川ふれあいセンターを出発し、 
                        午後５時にディズニーランド発の予定です。 
場 所 東京ディズニーランド 
参 加 費 大人（１８歳以上）・・・６，７００円  中人（中学/高校生）・・・５，８００円 

     小人（幼児/小学生）・・・４，３００円  ※３歳以下は無料です 

定  員 ひとり親家庭、障がい児（者）家庭 各４５名（定員を超えた場合は、抽選となります） 

申込方法 ハガキ又は電話にて受付（申込みの際に、お知らせいただきたい内容等、詳細はお問い
合わせいただくか、あきる野ボランティア・市民活動センターのＨＰをご覧ください。） 

第４０回記念あきる野市民チャリティゴルフ大会 
 当事業は、あきる野市民チャリティゴルフ大会実行委員会が主催となって、実施しています。「社
協の福祉事業をチャリティゴルフにより支援する」ことを大会目的とし、今回第４０回の記念大会を
迎えることとなりました。今回は記念大会ということもあり、賞品も多数ご用意しております。愛さ
れ続けている当事業に、より多くの皆様がご参加いただけると幸いです。ご参加お待ちしています。 

日 時 平成２８年９月１４日（水） 午前７時３０分スタート 
場 所 立川国際カントリー倶楽部 
参 加 費 １人３，０００円 

競 技 費 プレー費（昼食付）・奥多摩コース（キャディ付）１１，８００円 

              ・草 花 コ ー ス （ セ ル フ ） ９，６００円 

定  員 ７０組２８０名（申込み順） 

申込方法 社協秋川事務所及び五日市事務所にて受付 

※受付や集計など運営に協力してくれるボランティアさんも募集しています。 

申込み 

 問合せ 



 

        第３回 演芸ボランティア発表会 

          ふれあいフェスティバル  

 平成２８年５月２４日（火）・２５日（水）の２日間にわたり、第３回演芸ボランティア発表会「ふ

れあいフェスティバル」を実施いたしました。 

 ２日間でおよそ５４０名が発表会に足を運んでくださり、アンケートにも「楽しかった」「毎年や

ってほしい」などと回答してくださる方も多くいらっしゃいました。たくさんのご来場ありがとうご

ざいました。 

 ボランティア協力のもと、発表会の録画・編集をしたＤＶＤの貸出を行っております。また、ＤＶ

Ｄをお持ちいただければ、コピーしてお渡しすることもできますので、ご利用ください。ご来局いた

だく前に一度ご連絡ください。 

告 報 

イベントや 

行事への出演依頼 

お待ちしています 

演芸ボランティア 

に登録している数 

・・81団体 



 

 

 
 

～６月に開催した講座の報告～ 
災害ボランティア養成講座 子育て応援ボランティア養成講座 告 報

 
平成２８年６月１１日（土）災害ボランティア養成講座 

 １部：地域力アップセミナー ２部：減災セミナー 

 １部の地域力アップセミナーでは、実際に災害ボランティアとして活動しているにいがた災害
ボランティアネットワークの李先生から、熊本地震災害の様子や災害ボランティアの活動、地域
の支えあいの大切さなどをお話いただきました。 
 ２部の減災セミナーでは、日本赤十字社東京都支部の職員を講師に招き、三角巾やビニール袋
を使った応急手当や避難所で役立つ毛布ガウン、新聞紙スリッパの作り方を教えていただきまし
た。 
 内容の詰まった１日となり、参加者も真剣にまた、楽しみながら受講していました。 

平成２８年６月１7 日（金）子育て応援ボランティア養成講座 

 社協では、２年程前に子育て応援サロン「ファンファン」を始めてから、子育て支援にも力
を入れたいと取り組んでまいりました。今年度は白梅学園大学の佐々教授に来ていただき、子
育ての現状や昔との違いなどをお話いただきました。 
 子育ての先輩でもある受講者の皆さんが、現在の子育ての仕方を話す先生に対し「うんうん」
とうなずいている光景がよくみられました。児童・子ども関係に携わっている受講者が多く、
とても勉強になったようです。 
 

子育て応援サロン「ファンファン」にも遊びに来てください♪ 

          開催日 毎月第２水曜日（10：00～12：00） 
 

次回講座のお知らせ 

平成２８年８月２日、９日、１６日、２３日、３０日 全火曜日 

                 傾聴ボランティア養成講座 



 
 
 
 
 

  

ボランティア 

募  集 

特別養護老人ホーム 

コスモホーム 

 

ボランティア 

募  集 
西多摩療育センター 

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 

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、身体障がい者の方の入所施設、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。 

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 
養護老人ホーム 松楓園 

ボランティア 

募  集 

あきる野市障がい者 

防災・スポーツフェア 2016 

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 

障がい者スポーツの推進や災害弱者である障が

い者や子ども達に対する防災対策の推進、障がい

者理解、地域ネットワークづくりを目的とし、実

施されています。 

あきる野市障がい者団体連絡協議会が出店する

ブースへお手伝いしてくださるボランティアを

募集しています。 

日時 平成２８年９月２４日（土） 

   （集合・解散）8：00～15：00 

   （イ ベ ン ト）9：30～16：00 

場所 都立秋留台公園 

内容 あきる野市障がい者団体連絡協議会が出

店するブースのお手伝い 

             （飲食類の販売等） 

主催 あきる野市障がい者防災・スポーツフェア

2016 実行委員会、あきる野市、都立秋

留台公園 

◆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 

 

 
  

 

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。 

 

ラ ボ
  

報 情 



 

 
   

すべての子どもたちに、豊かな育ちと学びの場を作り出してあげたいと、おなじ思いを持つ

地域の皆さんと月１回のペースで情報交換をしています。 メンバーは、地域のパパ、ママ

おじいちゃん、おばあちゃん、近所のおじちゃん、おばちゃんです。 

 

こんな活動をしています 

① 子どもの学びの場、遊びの場づくりの活動 

② 子育て中の父母・家族の悩みにこたえる活動 

③ 地域の子育てに関する諸団体の事業への協力 

④ 子育て講座、教育講座の開催、などなど。 

 

 

８月に「あめじぃの科学あそび」をします        ＼楽しいメニューがいっぱい／ 

●日 時 8 月 20 日（土）＜あきる野市中央公民館 第二工作室＞ 

     8 月 24 日（水）＜五日市保健センター 栄養相談室＞ 

●場 所 あきる野市中央公民館 第２工作室          

●持ち物 材料費（３００円）作ったものを持ち帰る袋        

           ※その他作るものによって各自用意していただくものがあります。 

●募集人数 20 名 

●対象年齢 小学生以上（市内在住・在学者）  

●主催：中央公民館「市民企画講座」 企画：子ども・子育ての会 

●申し込み受付は、８月１日から （詳細は、広報「あきる野」８月１日号をご覧ください。） 

 

代表者からのコメント  

ふと一昔前を振り返ってみると、そこには必死に子育てをしている自分が

いました。そして今、子育てが落ち着きまわりを見回すと 健気
け な げ

に子育てを

している若いお父さん、お母さんがいます。 あの時の自分とわが子を重

ねて胸がシュンとしてしまいます。「みんな一緒。同じだね。」と・・。 

子育ての愚痴を言ったり（愚痴が出るのは一生懸命な証拠）、みんなの経験

を聞く中で、ホッとするひと時を過ごしていただければと思っています。 

また、「子どもとふれあう場所」、「子どもにとっても大人にとっても楽しいひと時」を一緒に作っていけたら・・。

私たちはみなそんな思いで活動しています。ぜひ一度活動を見にきてください！ 

   ★問合せは、下記あきる野ボランティア・市民活動センターまで。 

社協登録 ボランティア・市民活動団体 紹介コーナー 

子ども・子育ての会 紹介ページ 

 

 

〒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 

社会福祉法人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 

代表者の写真 

または 

活動風景の写真 

「綿菓子づくり」 

「万華鏡」 

「浮
ふ

沈子
ち ん し

」 

「人間上昇気流」 

「トルネード」 

 

中央公民館「市民企画講座」で 
昨年の「あめじぃの科学あそび」より 
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