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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
8 月 9 日(水) 午前１０時～
秋川ふれあいセンター 寿の間
※ボラとは、ボランティアの略です。
※ボラセンとは、ボランティア・市民活動センターの略です。
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夏休みに踏み出す一歩

2017 夏！体験ボランティア スタート
６月２４日（土）から受付が始まり、初日には 210 名を超える申し込みがありました。
７月７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。
夏休みだからできる体験に一歩を踏み出してみてはいかがですか。

まだ参加できる活動先が 59 か所もあります。

高齢者施設
保育園
障がい者施設

医療機関
ボランティア団体

活動期間中も受付しています。
これから活動に参加してみたい方は、
あきる野ボランティア・市民活動センターへ
ご連絡のうえ、窓口へお越しください。

１

活動期間中の受け入れ可能な施設・団体一覧
受入先番号と施設・団体名を掲載します。活動内容や時間は受入先によって異なります。
1 日だけの活動（体験）も可能な受入れ先もあります。

高齢者施設等
麦久保園

和敬園

開戸センター

こもれびの郷

コスモホーム

萩野センター

紫水園

松楓園

デイサービス マリモ

第二紫水園

オキドキ

ふれあい食事サービス 秋川

五日市ホーム

デイサービス悠優

ふれあい食事サービス 五日市

南聖園

五日市センター

ふれあい食事サービス 調理

やまぐちや

ワークスタジオかがわ

プロシード

希望の家

あきる野福祉工房 もろこし畑

あきる野 able

こすもす福祉作業所

生活支援センター フィレ

てるぼうずくらぶ

障がい者施設等

ひばり分室
西多摩療育支援センター障がい者支援施設 「楽」
上代継在宅地域支援センターもえぎ
あきる野総合スポーツクラブ ボッチャ
あきる野総合スポーツクラブ フリスビー

保育園等
誠和保育園

五日市わかば保育園

五日市保育園

あきる野こどもの家

光明第六保育園

東秋留保育園

増戸保育園

ウッディキッズ

よつぎ第一保育園

秋川あるなろ保育園

みどりの園

ミニルーム よつぎ

西秋留保育園

すぎの子保育園

網代ホーム きずな

屋城保育園

神明保育園

医療機関
公立阿伎留医療センター

あきる台病院

あきる台クリニック

手話サークル 虹

はればれ竹クラブ 秋川

地域活動栄養士会のらぼうず

切手整理すずめの会

はればれ竹クラブ 五日市

あきる野市赤十字奉仕団

ボランティア団体

あきる野ボランティア・市民活動センター

２

親子で過ごす楽しい時間と参加者同士の交流

親子バスレクリエーション事業≪参加者募集≫
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】

９月２日（土）

午前 6 時 30 分頃に秋川ふれあいセンター出発
午後 7 時 30 分頃に秋川ふれあいセンター帰着予定

【場

所】

【参 加 費】

東京ディズニーランド

（到着から午後 5 時まで園内自由行動）

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

【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）

8 月 4 日（金）まで（詳細はお問い合わせください。）

【申込方法】

ハガキ又は電話にて受付

【そ の 他】

乗車場所は、ＪＡあきがわ五日市支店前の他、五日市街道沿いに数か所あり。

【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

ゴルフを通じて地域福祉に貢献

第 42 回チャリティゴルフ大会≪参加者募集≫
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、年に 2 回実施して
いるものです。今回も多数の賞品をご用意しております。
【日

時】

９月２６日（火）

【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】

キャディ付
セ

【定

員】

【申込方法】

ル

フ

立川国際カントリー

午前 7 時 30 分スタート

倶楽部のメンバーも
同額料金となります

11,800 円（昼食付、消費税、利用税別）
9,600 円（昼食付、消費税、利用税別）

70 組 280 名（申込順）

キャディ付 40 組 160 名、セルフ 30 組 120 名

申込書（下記事務局にあります）に参加費を添えてお申し込みください。
７月 3 日より受付をしていますので、定員に達した場合はキャンセル待ちとなります。

【申込み、問合せ】

あきる野市民チャリティゴルフ実行委員会
秋

３

川事務所

☎595-9033

事務局

五日市事務所 ☎595-0818

大切な子どもを守る すぐにできる応急手当法

子育て防災講座≪参加者募集≫
元気に楽しく遊んでいるお子さんが、もし怪我や突発的な事故に遭遇した場合は、ママやパパ
の助けが必要となります。災害時にも家族による救出や手当が大切となります。本講座では、身
の回りにあるものを使った応急手当を体験しながら学びます。
【日

時】

８月９日（水）

【会

場】

秋川ふれあいセンター

【参 加 費】

無料

【定

40 名（先着順

員】

午後 2 時～4 時
2階

寿の間（和室）

お子様と一緒に参加することも可能です）

【持 ち 物】

大判ハンカチ（50 ㎝×50 ㎝）、ストッキング

【講

日本赤十字社東京都支部

師】

【申込方法】

電話にて受付

【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

≪報告≫ 2017/06/17（土）

災害ボランティア養成講座を実施しました
今回の講座では、午前中に、あきる野市の現状と対策、被災地の様子職員派遣報告を行いまし
た。あきる野市の地域防災計画における地域の役割や被災地での関係団体との付き合い方などの
話しを聞きました。午後は、あきる野市防災・安心地域委員会活動報告、災害ボランティアセン
ターの役割について学びました。自主防災組織の動きと災害時に集まるボランティアの振り分け
など行政ではできない部分での動きが分かりまし
た。最後に参加者同士で災害時に必要な配慮と助
け合いについての意見交換をしました。
内容の詰まった 1 日となりましたが、参加者か
らはもっと具体的な動きや内容を知りたいとの声
もありました。災害ボランティアとして登録いた
だいた方もいますので、今後のステップアップ講
座の中でさらに深めていきたいと思います。

４

外国人が暮らしやすいまちを目指して

社協登録

「日本語サークル」

【活動内容】
平成 7 年に、在日外国人に日本語を教えることを目的に設立されたサークルです。
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、あきる野市で安心して暮らすための勉強をしています。学習者のレベルによって、
マンツーマン方式にて対応しています。

【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（お子様連れでも可能です。）
日本語
日本語を勉強しよう！
あきる野市日本語サークル
活動時間
会場

毎週金曜日 19：30～21：00

秋川ふれあいセンター
２階 ボランティアルーム

会費
担当者

３００円（１ヶ月）

５

前田（559-1338）

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

ボランティア

都立あきる野学園

集

募

ボランティア養成講座
日時 第 1 回

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

8 月 26 日（土） 9:30～12:00

折り紙、紙細工、ぬり絵、スケッチ、お手玉、編み

9 月 23 日（土）

〃

物、ゲーム、朗読、楽器演奏、生け花やアレンジメ

第 3 回 10 月 21 日（土）

〃

ントフラワーを教えて下さる方、その他ご趣味やお

第2回

第 4 回 12 月 2 日（土）10:00～15:00
会場 あきる野学園校内

得意の事を教えていただける方。
②シーツ交換

内容 校内見学、車イス体験、講義、他

毎週水曜日、土曜日

対象 都内在住、在勤、在学の方

※ご希望の時間帯は、ご相談ください。

費用 無料
申込み締切 8 月 10 日（木）

◆◆問合せ先◆◆

◆◆問合せ先◆◆

社会福祉法人 松楓会

東京都立あきる野学園

特別養護老人ホーム コスモホーム

〒197-0832 あきる野市上代継 123-1

〒197-0801 あきる野市菅生 1159

TEL 558-0222 担当 宮下、岸野

TEL 558-7010 担当 峯尾

ボランティア
活

動

浴衣の着付けを手伝います

ボランティア
募

集

あきる野市社会福祉協議会

私たちは、車イスの方、高齢や障がいのある方に対す

高齢者や障がい者の方へ見守りを兼ねてお弁当を届け

る着付けを学んだ経験を活かして、施設の行事や地域

ています。お弁当はボランティアの皆様が当日に手作

のお祭りに、浴衣を着て参加したい方に対し着付けの

りにて調理しています。お弁当作りで社会貢献しませ

（施設でも在宅でも対応可能）
お手伝いをしています。

んか。

ご依頼の際の注意点
・浴衣のご用意をお願いします。
・事故防止のため付添いの方が必要です。
・個人宅の場合は駐車スペースがあると助かります。
◆◆問合せ先◆◆
NPO 法人福祉美容 登録美容師 林、新納
あきる野ボランティア・市民活動センター
TEL 595-9033 担当 近藤

活動日 水曜日又は木曜日（月 1 回から参加可）
時間

午前 8 時 30 分～正午

会場

秋川ふれあいセンター 調理室

◆◆問合せ先◆◆
社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
市民活動推進係
〒197-0812 あきる野市平沢 175-4
TEL 595-9033 担当 正親、齋藤

※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

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した
6 月 30 日（金）、7 月 1 日（土）にふれあいフェスティバルを開催しました。当日は、29 団体
が音楽、舞踊、マジック、落語などを披露し、延 400 名を超える方が来場されました。社協登録
演芸ボランティアは、地域の行事や施設等のイベントに出向き披露することもできます。出演依
頼はあきる野ボランティア・市民活動センターまでご連絡ください。

誰もが気軽にボランティア

使用済み切手、ベルマークを集めています
ご家庭や会社の使用済み切手及びベルマークを集め
て、ボランティア団体が整理しています。切手はどの
ようなものでも大丈夫ですが、周囲を 5mm 以上残し
て切ってください。ベルマークも同じように切り離し
てお持ちください。
問合せ先

あきる野ボランティア・市民活動センター

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

