
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P1 親子でできる新たな体験 

★ドラムサークル体験 
★団体紹介「あきる野 able」 

 
P2 イクメンパパを応援 

★子どもと母の日ギフト制作 
★お弁当お届けボラ体験 

 
P3 保険のご案内 

令和２年度ボラ保険、 
行事保険のご案内 

 
P4 事業のご案内 

ポイント増やして健康維持 

 
 
P5 地域のために大活躍 

★赤十字奉仕団の紹介 
★５月は赤十字運動月間 

 
P6 学校教育支援の紹介 

ボランティア団体が出張授業 
手話や点字のお勉強 

 
P７ 子育てサロンの紹介 

「ファンファン」の紹介、 
次年度開催日のお知らせ 

 
  

 

 

 

 

子育て応援サロン「ファンファン」 
次回 4/8（水）午前１０時～ 

＊＊ お気軽にお越しください ＊＊ 
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※ボラとは、ボランティアの略です。 

※ボラセンとは、ボランティアセンターの略です。 

 



親子でできる新たな体験！ 
楽器 を使って楽しい時間を過ごそう 

夏ボラに協力し
夏祭りを開催！ 
参加者たちと楽
しい時間を過ご
しました★ 

 

 

 

 

 

 

 

リズムでつながる ドラムサークル体験 共催：あきる野able 

障がい者の当事者団体（あきる野 able）が行っている「音楽療法」のひとつである、民族楽器
の「太鼓」を使ってリズムに乗って楽しみます。障がいの有無に関わらずご参加いただけます。
親子参加できます。 

◆日 時 5月 17日（日）午後 2時～4時 

◆場 所 秋川ふれあいセンター 寿の間 

◆講 師 ドラムサークルファシリテーター協会 

     野田憲一氏（Groove Connnect代表） 

◆定 員 20名 

◆参加費 500円（1人） 

 
 

 社協登録団体である「あきる野ａｂｌｅ」は、障がいを持つ子と家族の情報交換や交流を深め

ることを目的に活動している団体です。より豊かな地域になるため、子ども達の社会性の向上の

ために様々な活動を行っています。 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【団体紹介】あきる野ａｂｌｅ 

１ 

活動のひとつ 音楽療法♬の様子 

＊毎月第 2土曜日（活動により日曜日）＊ 

散策、買い物体験、バーベキュー、夏まつり、ミニ運

動会、パネルシアター、クリスマス会などの活動に協

力してくださる個人、ボランティア団体、大募集して

います。個性豊かで幸せを運んでくれる子供達と関わ

ってみませんか？会員希望の方も、ぜひご家族お揃い

で見学に来てください。 

団体代表より 



子どもと制作！ママへの感謝を伝えよう
 パパと子どもで、母の日のプレゼントを一緒に作ります。いつも頑張っているママへありがと
うの気持ちを伝えよう。制作の後は、2 児の先輩パパから ‶ 夫婦の仲を保つ秘訣 ＂ を伝授して
もらいます。パパ同士の話も楽しめます。 

ママはたったの 3時間ではありますが、おひとりさまを満喫してください(^^) 

◆日 時 5月 9日（土）午前 9時～正午 

◆場 所 秋川ふれあいセンター 寿の間 

◆対 象 未就園児の子どもを持つパパと子ども 

◆講 師 斎藤 哲 氏 

（NPO法人オトナノセナカ） 

◆定 員 20組（申込み順） 

◆参加費 500円（1組） 

◆その他 同室にキッズスペースを用意し

ます。講話中は保育ボランティ

アが見守り保育をします。 

＊＊申込み＊＊ あきる野ボランティア・市民活動センター ☏595-9033 

お弁当をお届けするボランティア活動の体験
 栄養士指導のもと手作りした心のこもったあたたかいお弁当を、ボランティアが利用者宅へお
届けします。直接ありがとうが伝わるボランティア活動です。 

≪ 秋川 ≫ 

◆日 時 5月 20日（水）or 21日（木） 

午前 10 時 30 分～正午

 ◆場 所 秋川ふれあいセンター 調理準備室 

≪ 五日市 ≫ 

◆日 時 5月 13日（水）or 14日（木） 

午前 11 時～ 午後12時30分

◆場 所 五日市事務所 北側打合せスペース 

◆定 員 各日 5名（申込み順） ◆参加費 無料 ◆申込み 市民活動推進係 ☏595-9033 

イクメンパパを応援！ 
今日はパパが我が子をひとり占め💛💛 

２ 

配食ボランティアから始めよう！ 



 
 
 

  ボランティア保険 保険期間：受付日の翌日～令和 3年 3月３１日 

ボランティア活動中、本人がケガをしたり、他人に対してケガや損害を与えた場合
に補償する保険です。（１人３００円～） 
令和２年度も継続してボランティア活動をされる方は、お早めに保険加入の手続き

をお願いいたします。４月１日より保険適用を希望される場合は、３月中に保険料を
お振込みください。 
※４月１日以降に申込みをされる場合は、受付日の翌日から保険適用になります。 

 

  行事保険、行事保険（当日参加対応型） 

●行事保険 
行事参加者が偶然な事故でケガをした場合の傷害補償と行事主催者が行事参加者な

ど他人の身体や財物に損害を与え、法律上の損害賠償を負った場合の賠償責任補償の
２つの補償がセットになった保険です。参加人数５名以上からが対象となり、行事の
内容によって保険料が異なります。（１人あたり 30円～）宿泊行事の場合は名簿の提
出が必要となります。 

●行事保険（当日参加対応型） 
当日にならないと参加者の名簿が準備できない行事（例：地域のサロン、子ども食

堂など）を対象とした保険です。補償内容は行事保険と同等ですが、行事内容が限ら
れていることや宿泊行事は対象外となります。 

 
≪申込方法≫ 
 

 

 

 

 

≪問合せ・申込先≫ 

 

 

 

 

 
 

 

３ 

あきる野ボランティア・市民活動センター 

（秋川ふれあいセンター内） 

〒197-0812 あきる野市平沢 175-4 

TEL 595-9033 

用紙受取り 

社協窓口で、申込票と

保険料振込用紙を受

取ります。 

社協五日市事務所 

（市役所 五日市出張所内） 

〒197-0164 あきる野市五日市 411 

TEL 595-0818 

保険料振込 

郵便局や金融機関で保

険料を振り込みます。 

社協窓口に提出 

社協受付窓口に記入済

みの申込票と保険料の

領収書を提出。 

申
込
完
了 



 

 

  介護予防の取り組みとして、施設利用者の話し相手や掃除など 
できることをやりながら、ポイントを貯める活動をおこなっています。 
貯めたポイントは、１ポイント１００円（最大 5,000円）の交付金と 
して、受け取ることができます。ポイント数に応じて金額が異なります。 
 

【対象】市内在住の６５歳以上の方（介護認定を受けていない方） 
※ボランティア保険の加入必要です。 

 

指定の福祉施設で活動します。 
■施設利用者の話し相手、ゲーム相手■配膳、外出、レクリエーションなど
のお手伝い■草刈り、清掃、裁縫などのお手伝い 
※受入施設により活動日・活動内容が異なります。 

 

 

 

１年間に貯めたスタンプをポイントに換算し、最大 5,000円を交
付金として受取ることができます。 
※ただし、介護保険料が未納や滞納の場合は、交付金のお渡しができません。 

 
 

 
【問合せ・申請先】 

あきる野ボランティア・市民活動センター 
TEL 595-9033 

指定の福祉施設で活動を行うと、１時間につき１スタンプ 
（１日２スタンプ限度）を受け取ることができます。 
無理のない範囲で継続して１年間スタンプを貯めましょう。 

1 特別養護老人ホーム 紫水園 13 特別養護老人ホーム こもれびの郷 
2 特別養護老人ホーム 第二紫水園 14 高齢者住宅サービスセンター 萩野センター 
3 特別養護老人ホーム 福楽園 15 高齢者住宅サービスセンター 開戸センター 
4 特別養護老人ホーム あたご苑 16 高齢者在宅サービスセンター 五日市センター 
5 特別養護老人ホーム 五日市ホーム 17 あきる野ケアセンター そよ風 
6 特別養護老人ホーム 増戸ホーム 18 デイサービスセンターくさばな 
7 特別養護老人ホーム 南聖園 19 デイサービスマリモ 
8 特別養護老人ホーム コスモホーム 20 リハビリデイサービス 陽だまり村 
9 特別養護老人ホーム 和敬園 21 あずみ苑グランデ平沢 
10 特別養護老人ホーム ほたるの郷 22 デイサービスのらぼう 
11 特別養護老人ホーム 草花苑 23 あすなろみんなの家 
12 特別養護老人ホーム 麦久保園  

ポイント増やして、健康維持！ 

施設で 
活動する 

登録する 

スタンプを 
貯める 

交付金を 
受け取る 

介護支援ポイント制度 受入施設一覧 
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地域のために大活躍  

住みよい地域、助け合える地域のために 
 あきる野市赤十字奉仕団は、地域のために活躍する赤十字のボランティアグループです。日頃
から救急法、炊き出し訓練を行っています。地域の防災訓練等にも積極的に協力し、日頃の訓練
で得た技術や知識を様々な活動に活かしています。 

一緒に活動してくれる仲間を募集しています。自分のために、地域のために、できることから
はじめましょう。お待ちしています。 

 
毎年、秋川ふれあいセンターの花壇を整備し、赤十字
マークと赤新月マークを花で彩っています。5月の定
期総会では、いつもきれいな花を咲かせ、来賓の方々
にも喜んでいただいています。 

 
 
 

 
11月の産業祭では、1年間手作りしたスカーフやポ
ーチなどを販売し、その売上を福島県いわき市へ見
舞金としてお届けしています。今回で 8回目となり
ました。 

 
 
 
 
 
 

献血奉仕活動を市役所やルピアで年４回実施
しています。たくさんの命を救う献血を推進
しようと積極的に活動を行っています。見か
けた際には、ぜひご協力をお願いします。 

 

5月は赤十字運動月間です。皆様のご協力をお願いいたします。 
日本赤十字社では、地域の皆様からお寄せいただいた「会費（活動資金）」と「寄付金」により支えられ、

災害発生時の救護活動や人道的活動に役立てられています。 

あきる野市では、町内会・自治会を通じて、活動資金のご協力のお願いをさせていただいています。未加入
の世帯につきましては、社協の窓口で受付を致しますので、皆様のご協力をお願いします。お預かりした活動
資金は、日本赤十字社東京都支部に全額送金されます。 

 

一緒に活動 

しませんか？ 
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 社協に登録する手話や点字のボランティア団体が、学校の授業へ出張して指導します。ご希望の方は、

あきる野ボランティア・市民活動センターまでご相談ください。手話や点字のほかにも、たくさんのボラ

ンティア団体があります。ホームページ等に団体一覧を掲載していますので、ご参照ください。 

手話サークル「虹」が 
 

 

手話を使って、あいさつや曜日、数字、自分の名前な
どを教えてもらったり、手話を使って歌える「虹」とい
う歌をみんなで楽しく歌いました。児童の皆さんも先生
も、サークルの皆さんに合わせて手を動かし、たくさん
の手話を勉強しました。 

 

 

 

手話サークル「虹」 秋川地区担当  手話サークル「クローバー」 五日市地区担当 

〈団体の紹介〉 
サークルでは、聴こえない人たちとのコミュニケーシ
ョンを目的に手話の勉強をしています。 
留意点 
・２時間目以降の時間帯で、出来る限り 2時間単位で
の計画 

・サークル活動の都合で、出来るだけ木曜日の依頼を
お願いします。 

 
〈団体の紹介〉 
初心者の方でも楽しくみんなで一緒に手話を学べます。 
留意点 
・２時間目以降の時間帯で、出来る限り 2時間単位で
の計画 

・サークル活動の都合で、出来るだけ火曜日の依頼を
お願いします。 

点字サークル「まど」   

〈団体の紹介〉 
公的配布物の点訳や小学生への指導、夏ボラへの参加
をしています。 
留意点 
・２時間目以降の時間帯で、2時間単位での計画 
・日時等決定後、いくつか準備が必要となります。 

  

他にも、登録団体はございます。あきる野ボラセンホームページをご覧ください。 

先生必見！学校教育支援 

ボランティア団体が出張授業 
    たのしく学ぶ手話と点字教室 

東秋留小へ行ってきました 

ご依頼・ご相談は、 

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。 

６ 

学校教育支援 
協力団体の紹介 



 子育て中の親を応援する、親子でのんびり過
ごせるサロンです。親はお茶を飲みながらお子
様の遊びを見守ったり、他の親やスタッフと話
したりして過ごし、お子様はお友達やスタッフ
とおままごとや絵本などで遊べる場となってい
ます。お気軽にお越しください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

子育て応援サロン 
「ファンファン」 

ママと子どもが笑顔でのんびり過ごせる場所 

★スタッフ募集中★ 
子どもと一緒に遊んだり、お母
さんたちとお話ししたり、地域
で子育てを応援しませんか。 

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 

令和２年度の開催日 
毎月第２水曜日 10：00～ 
秋川ふれあいセンター 

４月８日、５月１３日、 

６月１０日、７月８日、 

８月１２日、９月９日、 

１０月１４日、１１月１１日、 

１２月９日、１月１３日、 

２月１０日、３月１０日 

７ 


