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平成２９年度ボランティア保険
行事保険を受け付けています
ボランティア保険について
ボランティア保険とは、日本国内におけるボランティア活動
中におこる様々な事故に対する備えとして無償で活動される
方々をサポートする保険です。ボランティア活動中に、万が一
不慮の事故や災害等の被害にあった場合、保険金が給付される
仕組みになっています。掛け金やプランがいくつかございます
ので、ご自身にあったものをお選びいただき、お申込みくださ
い。また、保険適用期間は、受付日の翌日から平成３０年３月
３１日までの期間になります。

行事保険について
行事保険とは、日本国内において福祉活動やボランティア活
動などを目的として、団体が主催する行事参加中に行事の参加
者が万が一事故、ケガをした場合に補償される保険です。また、
行事の主催者側の過失により損害賠償を負った場合の「損害賠
償保険」も補償されています。補償内容やプランがいくつかご
ざいますので、ご自身でお選びいただきお申込みください。ま
た、参加者人数は５名以上です。宿泊行事の場合は必ず名簿を
作成し申込み時に提出してください。１日行事の場合、名簿提
出は必要ありませんが事故発生時の報告の為に必ず名簿を備
えてください。また、行事の１週間前までにお申し込みくださ
い。

受付窓口
・社 協 秋 川 事 務 所

あきる野市平沢 175-4（秋川ふれあいセンター内）

☎595-9033

・社協五日市事務所

あきる野市五日市 411（あきる野市役所五日市出張所内）

☎595-0818

１

2017

を実施します
今年度より、受付方法に一部変更があります

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。
また、社協広報「あいネット」６月号（６月 1 日発行）は、夏ボラ特集号となります。施設で
の活動内容や受け入れ人数等の詳細を掲載しますので、併せてご覧ください。
【実施期間】

平成２9 年７月 22 日（土）～８月３１日（木）

【対 象 者】

都内在住、在勤、在学の小学１年生～社会人

【受付期間】

平成２9 年６月２4 日（土）～７月 7 日（金）

【受付時間】

①６月２4 日（土）午後１時～５時
②６月２8 日（水）、７月 5 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

受付方法の変更（受付時間の抽選）
毎年受付初日に、朝早くから受付会場の外に並

受付時間の抽選までの流れ

1
往復はがきに必要事項を記入

ぶ方がおり、安全面を考慮して受付初日に「草
花保育園」と「誠和保育園」に申し込みを希望
される方のみ、右図のように受付方法を変更し

社協へ送付

2
社協で受付時間の抽選

ます。

※その他の施設を希望する方や 6/26（月）受付
期間 2 日目以降の受付は変更ありません。

☎595-9033

結果を送付

3
受付初日に指定の時間までに
受付会場へお越しください

２

自分の話しを聴いてもらうだけで 心が和むことがある

傾聴ボランティア養成講座

≪参加者募集≫

本講座は「傾聴」の基本的な手法を、ロールプレイを交えて楽しく学べる講座です。傾聴やボ
ランティア活動に興味のある方のご参加をお待ちしています。
【日

時】

７月２０日、２７日
(正午～午後１時

全２回
昼休憩)

木曜日

※最終日のみ午後４時３０分まで

【会

場】

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

【参 加 費】

５，０００円

【定

２０名（申込順）

員】

午前９時～午後４時

正治

氏

【応募資格】

市内在住で傾聴に興味のある方

【昼

館内喫茶コーナー、飲み物自動販売機 有

食】

【申込み、問合せ】

弁当持参可

あきる野ボランティア・市民活動センター

☎595-9033

災害時に必要な配慮と助け合いについて

災害ボランティア養成講座

≪参加者募集≫

災害時には、多くの方が「助けたり」
「助けられたり」と住民同士の支えあいが大切になります。
本講座では、災害時に必要となる多様な配慮を理解するとともに、災害ボランティアセンターや
関係団体の役割を学びます。
【日

時】

６月１７日（土）

【会

場】

秋川ふれあいセンター

【講

師】

あきる野市役所職員、防災・安心地域委員会役員

【参 加 費】

無料

【定

４０名（申込順）

員】

午前 10 時～午後 3 時
２階会議室

【応募資格】

市内在住、在学、在勤の方

【昼

各自で昼食の準備をお願いします。

食】

【申込み、問合せ】

３

あきる野ボランティア・市民活動センター

☎595-9033

社協登録演芸ボランティア発表会

ふれあいフェスティバルを開催します
演芸ボランティアとは、音楽やダンスなどの特技を生かしてボランティア（個人・団体）活動
をしています。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。今回からは、登録演芸ボランティアが中心となり実施します。
様々な団体が出演しますので、お子さまからおじいちゃん、おばあちゃんまで楽しめます。入
場自由となっておりますので、お友達を連れてぜひお越しください。
【日時】

1 日目

平成 29 年 6 月 30 日（金）

午前 10 時～午後 4 時

２日目

平成 29 年 7 月

午前 10 時～午後 4 時

1 日（土）

両日とも、正午から午後 1 時 30 までの間は休憩となります
【会場】

秋川ふれあいセンター ふれあいホール

【費用】

無料

【内容】

音楽、踊り、落語、マジックなどの演目多数
※詳細のプログラムは、社協へお問い合わせください。

2 日間で約 30 団体が出演、1 団体 20 分程度の発表となります。
【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

４

ボランティア・市民活動団体を支援

ボランティア・市民活動事業費助成金
社協に登録するボランティア・市民活動団体が行なう市民参加型の活動や広く市民を対象とし
た事業・講演会などに対して助成を行います。
「ともに支えあい笑顔のまちあきる野」を目指して、
地域福祉を推進する団体を応援します。
【助成金額】

１団体５万円を上限に予算の範囲内とする

【対象団体】

社協に登録しているボランティア・市民活動団体
※未登録の団体で助成金申請を希望される団体は、申請時にご登録ください
なお、登録には要件がありますのでお問い合わせください。

【対象内容】

地域福祉、高齢者、障がい者及び児童等の福祉に関する項目を扱う、以下の
事業
（１）団体が広く市民に対して行う社会福祉等に関する研修会
（２）団体が一般市民を対象とし、企画実践する地域福祉向上を図ると認めら
れる事業

【助成期間】

平成２９年 9 月１日（金）～翌年３月３１（土）

【受付期間】

平成２９年５月１５日（月）～６月１４日（水）午前 9 時～午後 5 時
希望団体へ個別相談をしますので、ご連絡ください

【受付から決定までの流れ】
助成金申請相談、書類提出

過去の助成金事業では、朗読ボラ
ンティアの啓発や障がい者施設との
交流による障がい理解推進などの事
業に交付しました。
昨年度の様子

助成金審査（社協地域福祉活動推進委員会）

助成金交付決定、各団体へお振込み

【申込み、問合せ】

５

あきる野ボランティア・市民活動センター

☎595-9033

市内のボランティア・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。

地域のボランティア情報
ボランティア
募

集

西多摩療育支援センター

重症心身障がい児者の方が通う施設、身体障がい者

ボランティア
募

集

東京多摩いのちの電話

電話相談員ボランティアを募集しています。

の方の入所施設、外来受診のできる診療所などの事業
展開をしています。センターではたくさんのボランテ
ィアを募集しています。
①「センター祭り」のボランティア
模擬店のお手伝い、利用者の付き添いなど
日時 6 月 4 日（日）9：30～16：00
会場 西多摩療育支援センター
②一緒に活動してくださる方
月曜日～金曜日 10：00～16：00
上記の中で都合の良い時間で可能です。

＜研修内容＞
日程 前期 平成 29 年 9 月～平成 30 年 8 月
後期 平成 30 年 9 月～平成 31 年 3 月
※主に土曜、日曜、祝日
時間 月に 2 回 1 回 2 時間程度
内容 講義、体験学習（ロールプレイなど）
費用 有料となります
申込み締切 平成 28 年 7 月 14 日（金）

◆問合せ先

◆問合せ先

西多摩療育支援センター

NPO 法人 東京多摩いのちの電話 事務局

〒197-0832 あきる野市上代継 84-6

TEL 042-328-4441

TEL 559-2241 担当 西村

ホームページ http://www.tamainochi.com

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

ボランティア
募

集

秋川ふれあいセンター
あきる野市社会福祉協議会

秋川ふれあいセンターで一緒に花壇の整備や種まき、

折り紙、紙細工、ぬり絵、スケッチ、お手玉、編み

草取り等を行うボランティア活動です。

物、ゲーム、朗読、楽器演奏、生け花やアレンジメ

活 動 日 月に 2～3 回程度

ントフラワーを教えて下さる方、その他ご趣味やお

活動場所 秋川ふれあいセンター敷地内

得意の事を教えていただける方。

そ の 他 登録時にボランティア保険に加入していた

②シーツ交換

だきます。

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

◆問合せ先

社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

社会福祉法人 松楓会

総務課総務係

特別養護老人ホーム コスモホーム

〒197-0812 あきる野市平沢 175-4

〒197-0801 あきる野市菅生 1159

TEL 550-3311 担当 小澤

TEL 558-7010 担当 峯尾
※記事の掲載希望者は偶数月の 20 日までにボラセンへ記事を提供してください。

６

住民同士の支え合い ふれあい食事サービス事業

調理ボランティア、配食ボランティア募集
高齢や障がいによりご自宅での調理が困難な方を対象に、水曜日または木曜日の週１回、昼食
としてのお弁当をご自宅まで届けるサービスです。
お弁当の調理からお届けまでを市民のボランティアに協力いただき実施しており、食事の提供
だけでなく、住民同士の声かけ・見守りやふれあいを目的としています。
調理ボランティア
■活動日時

毎月１回

■活動内容

管理栄養士の指導のもと、お弁当作りをお願い致します。

■活動場所

秋川ふれあいセンター調理室

■その他

既存の調理ボランティアグループに加入して頂きます。

■活動の流れ

水曜日または木曜日

午前８時３０分頃から午後１２時３０頃まで

08 時 30 分（着替え・手洗い・消毒）
08 時 40 分～11 時（調理）
11 時 30 分～正午（お弁当の検食、片づけ、解散）

配食ボランティア
■活動日時

毎週水曜日または木曜日

午前 11 時頃から正午頃まで

■活動内容

コーディネーターの調整のもと、ご利用者へお弁当を届けて頂きます。

■活動場所

秋川ふれあいセンター調理準備室からご利用者宅まで
あきる野市役所五日市出張所からご利用者宅まで

■その他
■活動の流れ

活動日は月に１回、週１回でも構いません。
11 時～（訪問先を確認し活動）
11 時 40 分～正午（調理準備室に戻り報告）
報告終了後（お弁当の検食、解散）

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

ホームページ http：//www.akiruno-shakyo.or.jp
メールアドレス volunteer-c＠akiruno-shakyo.or.jp

７

