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社協子育て応援サロン 

「ファンファン」 
次回開催日 

９月１４日(水)、10 月 12 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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 今年度もたくさんの方が参加してくださいました。夏ボラを通して、福祉に興味を持っ

たり、成長のきっかけになっていると嬉しいです。来年度もご参加お待ちしています。 

平成２８年７月１６日(土)～８月３１日(水) 夏ボラ終了！ 

 延べ６０３名のたくさんの市民の方が参加し、夏ボラを実施することができました。普段なかな

か体験することができない事を体験して、「楽しかった」「また来年もやりたい」と思っていただけ

ていたら嬉しいです。来年もご参加お待ちしております。 

高齢者施設 

児童・保育園関係 

障がい者関係 

医療・ボランティア団体等 

ボランティア団体等 

 

 ８ 月 ３ １ 日 ( 水 ) を も ち ま し て 、 

 終 了 い た し ま し た 。 ボ 夏 ラ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
    ボランティア推進事業をはじめ社協事業は、皆様からご協力いただいている 

     社協会員会費等で実施しております。ご協力ありがとうございます。 

ご参加ありがとうございました。 

傾聴ボランティア養成講座 
 ８月２日（火）～３０日（火）にわたり、全５回の傾聴ボランティア養成講座を実施いたしました。 

 傾聴とは、相手の話しを受け止め、寄り添い、共感し、心を込めてお話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することです。 

 平成２２年度から始まり、今年度で７回を終え、計１２１名が講座を修了しております。傾聴ボランティア

サークル「ともしび」へ入会し活動をされている方や個人で活動されている方、仕事や日常で傾聴技術を生か

している方など、活動の方法は様々です。しかし、本講座を受講したから気づいたことや学んだことが多くあ

るのではないかと思います。 

 今年度は、近隣社協（日の出町、福生市、青梅市、奥多摩町）で同時期に開催するといった新しいことにも

挑戦しました。西多摩ブロックで力を合せ、ボラティア活動に力を入れていきたいと思っています。ボランテ

ィア活動を始めたい方、傾聴に興味がある方、ぜひ一度ご受講ください。 

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）家庭の希望家庭と一緒にバスに乗って、夢の国゛ 東京ディズニ

ーランド ″へ行ってきました。毎年楽しみにしているご家庭から初めて参加されたご家庭もいまし

たが、皆さん楽しめたようです。 

 親子バスレクは、親子のふれあいや福祉の増進を目的に実施しています。過去には、東京ディズニ

ーシーや富士急ハイランドにも行きました。制度が充実してきたこともあり、参加者は減少傾向にあ

りますが、参加してくださった皆さんには満足いただけてるかと思います。 

 今後、参加者アンケート等を基により良い支援ができるよう、努めていきたいと思います。 

 

イベント運営ボランティア（通称イベンター）養成講座第１弾 
 ７月９日（土）に実施したイベンター養成講座第１弾が参加者大満足で終了いたしました。イベンターは、

市内での行事やイベントを盛り上げるためのボランティア活動として、若者も活動しやすいボランティアを考

え企画いたしました。第１弾として、子どもも喜ぶ「バルーンアート」を学び、参加者全員が楽しかったと言

える、笑顔が溢れる講座となりました。 

 今後ボランティア活動につながるような講座を実施し、市内福祉施設や町内会・自治会でのイベントでお手

伝いをして、盛り上げていけるよう育成していきたいと思っております。 

 若者をはじめ、興味のある方は是非、あきる野ボランティア・市民活動センターまでお問い合わせください。 

単発で活動でき、楽しいボランティア活動です。ご協力お待ちしております。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

申込み・問合せは下記までご連絡ください。たくさんのご参加お待ちしています。 

イベント運営ボランティア（通称イベンター）養成講座第２弾 
 若者必見！学校や仕事で忙しい若者でも、単発で活動しやすく楽しいボランティア活動を目指して、イベン

ター講座第２弾を実施いたします。 

 イベンターは、市内福祉施設や町内会・自治会でのイベントや行事のお手伝いをして、イベントを盛り上げ

ます。第１弾では、バルーンアートを学び、市内保育園で披露した際には園児に喜んでいただきました。周り

が楽しいだけでなく、ボランティアも楽しく活動ができるのがイベンターです。 

 第２弾では、社協貸出機材（綿菓子機、ポップコーン機、かき氷機）を使えるように練習をします。社協貸

出機材は、町内会・自治会をはじめ市内福祉施設等でもたくさん使われており、イベンターが活躍すること間

違いなしです。ぜひご参加ください。 

日 時：平成２８年９月２２日（木・祝日）午前９時～正午 

場 所：秋川ふれあいセンター 

参加費：無料  定員：３０名（申込み順） 対象：市内で活動できる方 

その他：当日午前１０時～１１時３０分に試作品の無料配布を実施します 

子育て防災講座 
 未就園児・未就学児のお子さんがいる保護者のための、子育て防災講座を実施します。 

 災害が発生してからでは遅いんです。発災時にお子さんを守るために、日常から備え、避難所での生活も安

心して過ごせる術を学びます。お友達もお誘いのうえ、ぜひご参加ください。 

日 時：平成２８年１０月１２日（水）午前１０時３０分～正午 
場 所：秋川ふれあいセンター 寿の間 
参 加 費：無料  定員：４０名（申込み順）  対象：未就園児・未就学児のお子さんがいる方 

その他：当日、同会場で子育て応援サロン「ファンファン」を開催していますので、お子さんを連
れての受講も可能です 

サンタクロースボランティア事業＜サンタクロース募集＞ 
 本事業は、定年を迎えた団塊世代の男性がボランティア活動をするきっかけづくりと、子ども達に夢を与え

青少年育成の推進を図ることを目的とした事業です。 

 今回は、サンタクロースに扮して、希望する家庭に訪問し、各家庭が用意したプレゼントを手渡しする男性

ボランティアを募集しています。子ども達の喜ぶ顔が見ることができて、やりがいのあるボランティアです。

クリスマスの思い出と夢を、子ども達にプレゼントしませんか。ご協力お待ちしています。 

日 時：平成２８年１２月２４日（土）、２５日（日）午後５時～８時頃 

事前説明会：１０月２５日（火）午前１０時～ 

      秋川ふれあいセンター ボランティアルーム 
その他：①市内在住の６０歳以上の男性で、なるべく２日間協力できる方 

    ②車の運転が可能な方（応相談）※当日は、社協の車両を使用します 

申込み 

 問合せ 



 「新品・未使用品」のご提供、また、ご来場お待ちしております。 

 
 福祉バザーは、毎年町内会・自治会を通して市民の皆様からたくさんの物品をご提供いただき、実

施をしています。準備から販売までボランティアがスタッフとして協力していただいており、市民の

参加と協力によって、福祉バザーが毎年実施できています。ありがとうございます。 

  

寝具類 

•毛布、タオルケッ
ト、シーツ 他 

手芸・小物類 

•靴、帽子、傘、装
飾品、バッグ 他 

食器類 

•皿、コップ、スプ
ーン、フォーク 他 

 

電化製品 

•台所電化、時計、
パソコン周辺機器 
他 

雑貨類 

•やかん、鍋、ポッ
ト、花瓶、弁当箱 
他 

 

石鹸類 

•石鹸、洗剤、入浴剤、 

•ボディソープ 他 

タオル類 

•タオル、バスタオル、
ハンカチ 他 

衣類 

•Ｔシャツ、ポロシャツ
などのシャツ類に限る 

食料品類 

•乾物、油、醤油、砂糖、
農産物 他 

•※酒類不可 

ご提供いただきたい内容（新品、未使用品） 
無理のない範囲でご協力をお願いいたします。 



  日本語サークルとは 

 在日外国人に日本語を教えることを目的にできたサークルです。 

 平成７年４月に設立し、たくさんの外国人と携わってきました。 

 

 
 

＊＊＊ 外国人が暮らしやすいまちを目指して ＊＊＊ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社協登録 ボランティア・市民活動団体 紹介コーナー！！ 

「 日 本 語 サ ー ク ル 」 

  活動内容 

 日本語のみならず、生活習慣や日本語会話、漢字やひらがな、子どもの学校等、できるだけ相談

に応じて協力しています。学習者のレベルによって、マンツーマン方式にて対応します。 

 

  募集しています 

・日本語教育ボランティア活動にご協力いただける方 

（英語が話せなくても、正しい日本語が使えれば、活動に問題はありません。） 

・在日外国人で、日本語や日本での生活習慣等を学びたい方（お子様連れも可能です。） 

 

日本語を勉強しよう！ 

あきる野市日本語サークル 

 毎週金曜日 19：30～21：00 

会 場 秋川ふれあいセンター 

    ２階 ボランティアルーム 

会 費 ３００円（１ヶ月） 

担当者 前田（559-1338） 

ボランティアにご協力いただける方向けに、10/21(金)19：30～オリエンテーションを行います。 

あきる野ボランティア・市民活動センター（☎595-9033）までご連絡ください。 



 
 
 
 
 

 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 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 

来場者 募集 

第 22 回福生学園・福生あらたま療 

開設記念学園祭 

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 

普段私たちが行っている活動や音楽をたくさん盛り込

んだ様々な催し物を企画しています。地域の皆様、ぜひ

遊びにおいでください。 

日時 平成２８年１０月１５日（土） 

   10：00～14：30（雨天時は施設内） 

主催 ・社会福祉法人明日はの会 

   ・障害者支援施設 福生学園 

   ・知的障害者グループホーム 福生あらたま療 

場所 福生学園 

テーマ みんなのえがお 

内容 舞台発表、作品展示、喫茶コーナー、模擬店、 

   地域出演団体 他 

その他 当日は、ボランティアも募集しております。 

    ◆問合せ先 

     福生学園 

     〒197-0003 福生市熊川 1600-2 

      TEL 530-6936 

        担当 開設記念学園実行委員 

         （鷲尾、寺門、望月、石上） 
  

 

参加者募集 音訳ボランティアサークル「えくぼ」助成金事業 朗読講座（全 4 回） 

社協のボランティア・市民活動団体事業助成金で、朗読講座を開催します。全 4 回のステップアップ講座となって

います。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。 

また、地域の皆様に音訳ボランティアを知っていただき、視覚障がい者をお持ちの方のために一緒に活動してくださ

る方を募集しています。興味・関心ございましたら、ぜひご連絡ください。 

日時 平成 28 年 9 月 20 日、10 月 18 日、11 月 21 日、平成 29 年 1 月 17 日 全火曜日 

   13：15～15：15 

場所 五日市地域交流センター 第 1 研修室 

◆申込み・問合せ先 音訳ボランティアサークル「えくぼ」 代表 中村 TEL559-2713 

 

 
  

 

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
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４月に発生した熊本地震で、被害の大きかった益城町災害ボランテ

ィアセンターの運営支援を目的に、7 月 8 日（金）から 14 日（木）

までの期間、東京都内の社協から５名の職員が派遣され、あきる野市

社協の職員（あきる野ボランティア・市民活動センター主任近藤秀樹）

もその 1 人として活動してきました。（他の地域の災害ボランティアセ

ンターにも各地から社協職員が派遣されています。） 

現地では、益城町社協の職員も被災しているなか、約３か月間ボラ

ンティアを受け入れ被災者宅の支援を続けています。私達派遣職員は

業務内容を分担して、他県からの派遣職員とともに被災者からの依頼

を基に、ボランティアの調整・組合せ（マッチング・グルーピング）、

送り出しを担当しました。 

 

災害ボランティアセンターは、被災された方が発災前と同様の生活

に戻れるよう、ボランティアや関係団体等の協力を得て支援すること

を目的としています。 

益城町でも、全国からボランティアが集まり、被災地の復興を願っ

て、倒壊した家屋の片づけや避難所での話し相手などの活動をしてい

ました。 

 あきる野市で災害が発生した際も、あきる野市社協が災害ボランテ

ィアセンターを設置し運営します。今回の派遣で学んだことを職員で

共有するとともに、今後の業務に活かしていきます。 

 

 

 

 

 

 

現在は、倒壊した家屋の片づけを行いつつ、仮設住宅への入居支援が始まっています。 

安定した復興に向けて、募金等によるご支援を引き続きお願いします。 

平成 28 年熊本地震 

熊本県益城町災害ボランティアセンター 

運営支援に職員を派遣しました 
【熊本県をはじめ、九州地方の復興を心よりお祈りいたします。】 

 

 

〒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 

倒壊した家屋 通行できない道路 プレハブとテントで設置した 

災害ボランティアセンター 
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