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事業報告（イベンター第２弾、障がい者・防災スポーツフェア）
事業報告（子育て防災講座、福祉バザー）
活動・行事予定（防災訓練、ふれあいクリスマス会）
参加者募集（子育て応援講座、サンタボラ希望家庭）
ボランティア・市民活動団体紹介

あきる野「こーゆう」

ボランティア募集
ボランティア団体、ふれあいセンター情報
社協子育て応援サロン

「ファンファン」
次回開催日
12 月 14 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

ご参加、ご協力ありがとうございました。

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
かき氷

綿菓子

ポップ
コーン

９月２２日（木・祝日）に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弾を実施しました。
第２弾では、社協貸出機材の綿菓子機、かき氷機、ポップコーン機を使用できるよう練習し、楽しく学びまし
た。かき氷やポップコーンはすぐにできましたが、なかなかまん丸な綿菓子を作ることが難しく、参加者も苦
戦していました。小学生の参加者が一番上手に作れていました。

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。

あきる野市障がい者防災・スポーツフェア 2016
ボランティアにご協力いただき、ありがとうございました。
９月２４日（土）に開催された「あきる野市障がい者防災・スポーツフェア 2016」にあきる野市
社協から災害ボランティアセンターの PR とイベンター活動としてバルーンアートの配布を実施しま
した。また、あきる野市障がい者団体連絡協議会が出店した販売ブースには、登録個人ボランティア
の方にご協力いただき、ブースの協力をいたしました。
災害ボランティアセンターは災害が起きた際に社協が設置・運営をし、復旧・復興に向けた支援を
行います。あきる野市社協では災害時に迅速に対応できるよう「災害ボランティア」の登録を行って
います。災害ボランティアや災害ボランティアセンターの PR として、登録災害ボランティアが PR
活動を実施いたしました。
イベンター活動としては、第１弾で学んだバルーンアートを子ども達に披露・配布をし、たくさん
の子ども達に喜んでもらいました。
個人ボランティアも様々なボランティアのご依頼にご協力いただいております。今回は、あきる野
市障がい者団体連絡協議会のブースにて、ポップコーンやクッキー等の販売のお手伝いをし、ブース
を盛り上げていただきました。
ご協力いただきましたボランティアの皆様、ありがとうございました。

ご参加、ご来場ありがとうございました。

子育て防災講座
１０月１２日（水）社協子育て応援サロン「ファンファン」開催時に、
「子育て防災講座」を実施いたしま
した。子ども連れのお父さん、お母さんは子育てサロンで子ども達を遊ばせながら講座を受講することができ、
また、子育てサロンに遊びに来たお母さんにも講座を聞いてもらうことができました。
本講座では、なかなか進まない防災を楽しく日常の延長でできる方法を教えてもらったり、災害時に子ども
を連れて非難する大変さや避難所での生活の仕方などのお話しをしてもらったりと、短時間で盛りだくさんな
内容でした。
受講者からは、
「ずっと用意しなければと思っていたので、とても良いきっかけになった」
「防災グッズの見
直しをするきっかけになった。家族で防災訓練をしてみようと思う」「日常的に食料を備えたいと思った」な
ど、本講座を聞いて防災について見直すまた、始めるきっかけとなったようです。
今後、地域で子育てのしやすい環境づくりや子どもや親のつながりが広がるような、子育て関連の講座等を
実施していきたいと思います。

第 21 回福祉バザー
10 月 23 日（日）
、30 日（日）と地域の皆様のご協力のもと 2 日間、五日市会館と秋川ふれあいセンターの
２会場で「福祉バザー」を開催いたしました。物品の提供や収集からバザー開催に伴う実行委員や協力員とし
てご協力をいただき、地域の皆様のおかげで無事に開催することができました。たくさんのご協力ありがとう
ございました。バザー当日は、たくさんの地域の方がご来場してくださり、お買いものしていただきました。
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活用されます。
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第２１回福祉バザー 報告
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イベンターが仮装してボランティアをしました
ハロウィン間近ということで、仮装をしたボランティア
が来場してくれた子どもたちにプレゼントの配布をしま
した。また、バルーンアートを披露し作品を子どもたち
にプレゼントをし、バザーを盛り上げてくれました。

申込み・問合せは下記までご連絡ください。
１１月２０日（日）あきる野市総合防災訓練
あきる野市総合防災訓練にて、登録災害ボランティアが「あきる野市災害ボランティアセンター」
の PR 活動を実施いたします。訓練にお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。
また、給食訓練ブースにてカレーライスの配食を行います。あきる野市赤十字奉仕団がアルファ
米を、自衛隊がカレーを作成いたしますので、お帰りの前にお召し上がりになってください。
？？

あきる野市災害ボランティアセンターってなに・・・？

災害が発生した際、あきる野市では あきる野市社会福祉協議会 が 災害ボランティアセンター
を設置・運営し、被災者の復興支援を行います。
災害が発生した地域では、被災者の生活再建に向けたボランティア活動が大きな助けとなってい
ます。「災害ボランティアセンター」は、支援を必要とする人とボランティアを結び付けて効果的
に支援を進めることや、被災者の生活に寄り添って復旧・復興に向けた支援を行います。
？？

登録災害ボランティアってなに・・・？

災害ボランティアセンターのスタッフとして設置・運営に携わり、復旧・復興に向けて活動をし
ます。社協職員とともに、ボランティアの受入れやニーズ調査などの運営業務を担います。
平時から、災害ボランティア養成講座や災害ボランティアセンター設置・運営訓練を実施し、災
害時の支援に必要な心構えや他地域の取り組みなどを学んでいます。災害ボランティアの活動に興
味がある方、活動をしたいと考えている方等、ボランティア事前登録を行っておりますので、ご相
談ください。

１２月３日（土）秋川流域ふれあいクリスマス会 2016
秋川流域（あきる野市、日の出町、檜原村）の障がい児（者）とそのご家族の皆様に、地域での
交流を深め、楽しいひとときを過ごし、社会参加へのお手伝いができるようにと、秋川流域の３社
協でふれあいクリスマス会を開催します。
当日は、サンタクロースと記念撮影ができたり、射的・バルーンアートなどのゲームコーナーで
楽しめたり、メイン会場のホールでは合同合唱やバンド演奏、ピエロのパフォーマンス等の楽しい
プログラムが盛りだくさんとなっています。秋川流域にお住まいの障がい児（者）の皆様、ぜひご
家族でお越しいただき、楽しい時間をお過ごしください。
＊申込み

秋川流域

１１月２５日（金）までに

ふれあいクリスマス会 2016

お住まいの市町村社協へお申込みください

＊日時

１２月３日（土）
午後２時３０分～５時
＊会場
秋川ふれあいセンター

１２月１９日（月）子育て応援講座

子どもと笑顔で
過ごせるように

・楽しく子育てをしたい
・子育てにストレスや怒りを感じてしまう
・初めての子育てで不安ばかり
子育てに不安や不満を抱えている方も多いのではないでしょうか。楽しく子育てをしたいのに、
どうしたら良いかわからない。子どもと笑顔で過ごしたいのに、イライラしてしまう。・・・そん
な子育て中のストレスを吹き飛ばしませんか？
子育て応援講座では、楽しく子育てができるように、自分自身でできるストレス解消法や子ども
との関わり方を学びます。子育て中の親や子育て支援に興味のある方、ぜひご参加ください。
日時
場所
講師
定員
費用

１２月１９日（月）午後２時～４時
秋川ふれあいセンター ２階会議室
東京都スクールカウンセラー、放送大学講師 坂上頼子氏
４０名（申込順）
子ども連れ OK！
無料
見守り保育あり

１２月２４日（土）
、２５日（日）
サンタクロースボランティア事業

希望家庭を募集します

男性ボランティアがサンタクロースに扮して、子どもにプレゼントをお届けします。
平成２４年度から始まった本事業は、お子様のいるご家庭から大人気の事業で、お子様をはじめ
ご家族の方にも喜ばれています。今年度も男性ボランティア協力のもと、子ども達に 夢 と プレ
ゼント をお届けにいきます。ご応募お待ちしています。
募集人数
両日とも４０家族
訪問
（申込順）
②18:30
時間
③19:00
～19:00
～19:30
申込方法
④19:30
11/15(火)～30(水)
①18:00
～20:00
電話にて受付
～18:30
対象
＊満１才～小学生のお子様
がいる家庭
＊障がいをお持ちの方が
いる家庭

＊プレゼントは各家庭でご用意ください

＊申込時に、訪問場所等の確認・調整をします

申込み・問合せ
あきる野ボランティア・市民活動センター ☎５９５－９０３３
＊ボランティア事業は、地域の皆様からご協力いただいた社協会員会費等により実施します。

社協登録 ボランティア・市民活動団体 紹介コーナー！！

高次脳機能障害者と家族の会
＊＊＊

あきる野「こーゆう」

共に支えあい、語り合える場所をつくる

＊＊＊

あきる野「こーゆう」とは
高次脳機能障害のある方と家族と支援者が、相談・情報交換・学び合い・交流・親睦を深めなが
ら、社会への障がい理解の促進と当事者の自立、社会参加を皆さんと考え活動しています。

活動内容
＊定 例 会
＊特別企画

奇数月第２水曜日 １３:３０～（障がい者就労・生活支援センターあすく内）
親睦会、おでかけ、バーベキュー、ヨルイチ出店など

初めてのバス旅行でココファームへ

電車で現地集合！ 昭和記念公園で BBQ

会員以外の
参加も大歓迎です

年度末恒例♪親睦会「焼き焼きパーティー」

ヨルイチ出店。親睦アイテム〝チクチク″

高次脳障害とは
ある日突然、脳の病気や事故で脳を損傷して言語・思考・記憶・行為などに支障をきたす障害
です。外見からわかりにくく、本人の自覚も薄いため、周囲の理解が得にくい問題があります。

【問合せ】
高次脳機能障害者と家族の会

あきる野「こーゆう」

代表 藤原みどり TEL 090-9137-1280
アドレス akirunokouyuu2@gmail.com

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

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

ボランティア
募
集

養護老人ホーム 松楓園

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

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

デイサービス のらぼう

定員１０名の小規模デイサービスです。緑に囲まれた
古民家にて、ご利用されるお客様がゆっくりとお過ごし
いただいたり、気分転換や運動を兼ねて色々なところに
お出かけします。

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

①外出同行ボランティア

②手工芸ボランティア

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

紙細工、布小物、フラワーアレンジメントなどを、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 月曜日～土曜日 13：30～15：00 頃

◆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

築１４０年の古民家には広い庭があり、その庭で畑を作
っています。一緒に楽しみながら畑仕事を教えていただ
ける方を募集しています。
活動日等
活動日 応相談

秋留台公園や瀬音の湯等へ車で出かける、外出レクを実
施しています。その際に一緒に外出し同行していただけ
る方を募集しています。
活動日 月曜日～土曜日 10：00～12：00 頃

③農業ボランティア

ご相談ください
◆問合せ先
デイサービス のらぼう
〒197-0825 あきる野市雨間 685
TEL 533-3556 担当 常岡

ボランティア・市民活動団体

情報

音訳ボランティアサークル「えくぼ」

はればれ竹クラブ

【団体紹介】
音訳講習修了者が視覚障がい者へ市の刊行物を音訳
し、ディージー化して提供している団体です。また、
図書館から依頼の対面朗読、音訳図書や毎月１回研修
会を行い、音訳の勉強を行っています。

【団体紹介】
竹細工の好きな集団です。毎月７日に五日市乙津の
工房で例会を開催しています。玩具や照明器具、花器
などそれぞれが好きなものを造ります。
現在、会員１４名で活動しており、子ども達に正し
い工具の使い方などを指導しながら、体験教室等を開
催しています。また、会員は２年に１度作品展を開催
し、サークル活動を楽しんでいます。

【助成金事業を実施しています】
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
となっており、残り２回となりました。これからの参
加も可能です。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 11 月１５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 TEL 559-2713

◆申込み・問合せ先
はればれ竹クラブ
代表 竹田 TEL 559-5979

ふれあいセンター１階に

ができました＊＊
ふれあいセンター内にある
「福祉喫茶もろこし畑」にて
お昼時間（12：00～13：00）
に演芸ボランティアによる演奏
を行っています。
お昼ご飯やお茶のみがてら、
いらしてください。素敵な演奏
でお待ちしています。
日により演奏の有無や内容に相違が
あります。下記まで、お問い合わせ
ください。

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
〒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

