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１  ※新型コロナウイルス感染症の影響により、中止となる場合がございますのでご了承ください。 

日々の声掛け、支えあい・見守りに役立つ 「傾聴」講演会 
 

 

 

新型コロナウイルス感染症の拡大で、不安な気持ちを抱えていたり、気持ちが落ち着かない日々
を過ごしている方も多いと思います。そんな時、誰かに話を聞いてもらうことで心が落ち着いたり、
安心したりすることができます。 
この講演会で、日々の会話や隣近所への声掛け等の「支えあい活動」として

『傾聴』について学び、地域住民や身近な人のココロに寄り添ってみませんか。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子ども達に 夢 と 希望 を届けよう 
 

 

 

男性が地域で活躍するためのボランティア活動です。 
各家庭で用意したプレゼントを、サンタクロースに扮して子ども達へお届けします。子ども達の

喜ぶ顔が直接見ることができる、やりがいのあるボランティアです。 
毎年 60世帯を超えるご家族の元へお届けしています。多くの方にご協力いただき、たくさんの

子ども達へ笑顔を届けましょう。 

◇日 時 12月 24日（木）、25日（金） 午後 5時から 8時頃まで 

     どちらか 1日のみも可。 

◇内 容 ①サンタクロースボランティア（男性） 

②運転ボランティア（性別不問。社協の軽車両を使用します。） 

◇説明会 10月 22日（木） ①午後 2時～ ②午後 7時～ 30分程度 

秋川ふれあいセンター ボランティアルーム 

※上記①または②の時間に出席してください。事業及び感染症対策についての説明を

します。なお、説明会に出席できない場合はご相談ください。 

◇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 

 あきる野会場 福生会場 

◇日時 10月 10日（土）午後 2時～4時 11月 5日（木）午後 1時～3時 

◇会場 秋川ふれあいセンター ふれあいホール 
（あきる野市平沢 175-4） 

福祉センター 学習集会室 
（福生市南田園 2-13-1） 

◇定員（申込み順） 40名 20名 

◇講師 NPO法人 P.L.A 後
ご
庵
あん
正 治
まさはる

 氏 

◇申込み方法 9月 16日（水）より電話にて受付（各会場へお申込みください。） 

◇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 

ふっさボランティア・市民活動センター 
☎ 552-2122 

 

聴くチカラを育てよう！       【参加者募集】 

参加費 

無料 

サンタクロースボランティア     【参加者募集】 



２ 

 

Smile Project に参加して笑顔をつくろう 

 
 

 

 

学校や地域行事を楽しみに進学した小学 1年生の思い出となるよう、今夏育てているアサガオ
の種を集めて「こころのリレー」を繋いでいきます。来年あきる野市内にたくさんの花を咲かせまし
ょう。市内でアサガオを育てている皆様、ぜひアサガオの種の提供にご協力ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smile Photo Project へのご参加ありがとうございます。 

ステキな笑顔が集まりました。まだまだ笑顔の写真募集中です。何度でも何枚でもお送りください。 

↓こちらのパネルは秋川ふれあいセンターに掲載中です。 

新たに集まった笑顔の写真☆彡 

アサガオ こころのリレー    【アサガオの種募集】 

実施に向けてご協力ください。 

◇募集内容 アサガオの種 

◇募集期間 10月 30日（金）まで 

◇募集内容 袋または封筒などに入れて、 

下記までご持参いただくか郵送してください。 

◇提供先・問合せ 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 
☎ 595-9033 

こぼれる笑顔は 

元気が湧き上がる 



３                                                                               ４ 

買い物をして貢献！障がい者支援 
 

 

 

障がい者施設では、生活介護や自立訓練等を行うほか、企業から軽作業などを受注して、
就労に向けた訓練等を行っています。また、自主製品を作り、販売をしています。 
製品を購入することで、障がい者の就労支援や障がい者施設を応援する大きなチカラとな

ります。ぜひお買い求めください。ご質問等は各施設にお問合せください。 
 

★こすもす福祉作業所 ☎558-2566 / 橋本  ★やまぐちや ☎588-4541 / 新島 
①一般企業で働くことが困難な障がいのある方へ、生産活動の機会
の提供や、知識や能力向上のために必要な訓練を行う「就労継続支
援 B型」と日常生活上の支援、創作的活動、生産活動の機会を提供
し、生活能力などの向上のために必要な援助を行う「生活介護」の
２つの事業を行う多機能型事業所です。 
②秋川ふれあいセンター（平沢 175-4） 
③季節の草木や人に優しく無害なベンガラ（酸化鉄等）を染料とし、
1 点 1 点丁寧に手染めしています。同じものを使用しても、全て同
じ色や模様を再現することができません。自然な色、風合いをお楽
しみいただける商品です。 
ハンドタオル 500円、 
フェイスタオル 500円、 
ブローチ 400円、 
ショール（数量限定） 2,500円～ 
その他、上記以外の商品も 
作製することがありますので、在庫等はお問合せください。 

 ①『自己表現できる場所』『充実感を得ることのでき
る場所』『可能性を広げることのできる場所』を事業
目標とし、就労継続支援 B型と生活介護の 2つの事
業を行っています。また、新たに就労移行支援事業
を開設し、障がいをお持ちの方達のニーズにお応え
できる場所にしていきます。 
②やまぐちや（小中野 196-1） 
③アクセサリー、手芸品 等 
100円～500円くらい 

 
★ワークスタジオかがわ ☎550-5245 / 中村  ★こーゆうハウス ☎533-2786 / 藤原 
①自閉症や知的発達に障がいのある方たちが、健康でより自
立した生活が送れるよう、日中生活の場として生産活動や創
作活動を提供すると共に、生活全般について必要な支援を行
っています。 
②ワークスタジオかがわ、瀬音の湯（せんべいのみ）、福祉喫
茶トライアングル、福祉喫茶もろこし畑、五日市保育園、子
育てひろば「いつかいち」（手芸品のみ）など 
 
 
 
③手芸品・切り絵作品・アイロンビーズ・お煎餅焼き等の自
主製品の作成・販売を行っています。利用者それぞれの持ち
味を生かし、職員と一緒に作品作りに励んでいます。 
手芸品：リボンゴム 120 円、ポケットティッシュケース 
100円、ブックカバー 300円、ガーゼスタイ 400円、手
作りマスク（150円～450円、平面型や立体型、お子様向け
のサイズから大人用まで様々なタイプがあります） 
秋川手焼きせんべい：堅焼き、青のり 
ごま、花鳥 4種類 各種 250円 

 ①2020年 2月にオープンしたばかりの就労継続支援B型の
こーゆうハウスです。レストランをメインに開設しました
が、コロナ禍の影響でテイクアウトのお弁当に切替え、午後
は手作り品の作業をしています。その他に訓練程度ですが、
野菜の種を蒔き育て収穫、調理、そして種の採取をし、その
種を蒔くと生きることのサイクルを大切にしています。 
②こーゆうハウス、福祉喫茶「もろこし畑」 
③こーゆう弁当 450円 
（お楽しみ、とんかつ、アジフライ、唐揚げ、生姜焼き、サ
バの塩焼き） 
クラフトバンドのかご 300円、手作りマスク 300円、コ
ースター5枚入り 400円 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

★秋川虹の家 ☎559-1086 / 肥後  ★プロシード ☎550-5804 / 三浦、木村 
①精神に障がいをお持ちの方を対象に「就労継続支援 B型
事業」「地域活動支援センターⅢ型事業」を行っています。 
②秋川虹の家（油平 258-19）、ファーマーズセンター、瀬
音の湯、公立阿伎留医療センター売店、あきる野市役所内
福祉喫茶「トライアングル」、福祉喫茶「もろこし畑」等 

③クッキー（レモン、ピーナッツ、ココア、
スノーボール、オートミール） 

ジャム（梅、ゆず） 
※上記 2点は、販売場所によって価格が異なります。 

パウンドケーキ（3種 各 550円）、アップルパイ 650円、
シフォンケーキ 中 400円、大 650円 
※ケーキ類はご注文のみ承ります。 
※会合や贈答、予算に応じて 
箱詰め、袋詰めいたします。 

 ①生活介護事業で、空き缶を再利用した「リメイク缶」の作
製とウッドビーズを使ったオリジナルキャラクター「けむし
くん」の作製に励んでいます。十人十色の個性が力を合わせ、
一つのものを創り上げています。 
②プロシード（下代継 94-6） 
③リメイク缶 50円～400円、キャンドル缶 500円～700
円、けむしくん 50円～150円、けむしくんストラップ 
100円～150円、ペーパーバッグ 500円～800円 

 
★生活介護ほ～ぷ ☎533-3307 / 村上、福田  ★西多摩療育支援センター楽 ☎532-5074 / 佐藤、立石 
①ほ～ぷは、幅広い年齢層の利用者が通所している元気な
事業所です。自主製品では、「ヒンメリ」「ピアス」「ヘアク
リップ」「ペンダント」等を作製し、販売を行っています。
作業工程を細かくし、自身でできることを増やして、一つ
一つの製品に心を込めて完成させています。 
②生活介護ほ～ぷ（油平 87-11） 
③ピアス、イヤリング、ヘアクリップ 各 300円、 

ペンダント 400円、石鹸 250円、 
磁石(3個)、ヒンメリ 各 100円 

 ①楽では、利用者の皆さまのやってみたい活動を聞き取りし、
活動内容を決めています。その中で、入所部門と通所部門合
同で取り組んでいる生産活動グループ『あおぞら工房』があ
り、自主製品の製作や販売などを行っています。 
②西多摩療育支援センター 楽（上代継 84-6） 
 ※上記記載の電話番号は平日 8：30～17：00のみ 

③布製品（マスク・ティッシュケース・巾着）やレジン商品
（キーホルダーやアクセサリー等）、フェルトキーホルダー、
リリアン編みのペットボトルホルダー、T シャツなどが人気
商品です。新商品も多数取り揃えています！ 
お正月商品のカレンダーや干支の張り子は毎年、売り切れる
ヒット商品です！お早めにご予約ください。11月頃から予約
を受付いたします。 
詳細は QRコードからご覧ください。 

 

作品・商品紹介 市内の障がい者施設で作られた様々な製品の紹介                       ①施設紹介 ②販売場所 ③販売品 

福祉喫茶 もろこし畑（秋川ふれあいセンター内）【 営業時間 平日 11：00～15：00 】 

あきる野市障がい者団体連絡協議会が運営し、障がいをお持ちのスタッフと共に、カレーやピザ
トーストなどをはじめ、ドリンクやデザートも販売しています。 
秋川ふれあいセンターにお越しの際は、もろこし畑へお立ち寄りください。 
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福祉バザー開催延期のお知らせ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害を知る、備える。 
 

 

 

令和元年台風 19号による被害を受けて、あきる野ボランティア・市民活動センターでは、災害
ボランティアによる支援として家財の搬出、土砂の撤去などの活動を実施しました。 
・・・あれから 1年。改めて災害への備えと対応について多くの方に知ってもらうため、パネル

展示を行います。お立ち寄りいただき、災害について改めて考えませんか。 

◇日 時 9月 28日（月）～10月 9日（金） 

◇内 容 災害ボランティア活動、地域支援活動の紹介 

災害ボランティアセンター紹介 

◇会 場 秋川ふれあいセンター 1階ふれあい広場 

社協五日市事務所 受付カウンター前 

 

令和元年台風 19号による被害 

 

 

 

 

  

 

 

 

災害ボランティア活動 パネル展示会  【 ご来場ください 】 

例年１０月に開催している福祉

バザーですが、新型コロナウイル

ス感染症の拡大防止のため、延期

となりました。 

開催日程及び実施内容等が決ま

り次第、改めてご案内します。 毎年、商品提供や準備・

販売など、皆様のご協力
ありがとうございます。 
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被災地への支援にご協力ください。 
 

 

 

7月の豪雨により、九州地方を中心に甚大な被害を受けました。この災害で被災された方々を支援
するため、義援金箱を設置し、義援金の受付を行っています。この義援金は、日本赤十字社を通じて、
全額被災地へ届けられます。 

設置場所  あきる野市社会福祉協議会 
〇秋川事務所（秋川ふれあいセンター内） 
〇五日市事務所（五日市出張所内） 

問合せ   日本赤十字社東京都支部あきる野市地区事務局 ☎ 595-9033 
 

皆様のあたたかいご支援・ご協力を、よろしくお願いいたします。 

 

 

コロナ禍だからこそ、力を合わせて。 
 

 

 

日本赤十字社東京都支部の依頼を受けて、あきる野市赤十字奉仕団が、大森赤十字病院にて使用
するビニールエプロンの作成支援を行いました。コロナ禍で活動ができない中、このような形で支
援ができ嬉しい思いです。 

あきる野市赤十字奉仕団では 

一緒に活動する仲間を募集しています。 

 
 

 
 

 
 

あきる野市赤十字奉仕団 事務局 ☎ 595-9033 

活動に興味のある方、赤十字奉仕団の仲間として地域・社会貢献
をお考えの方等、ご入団お待ちしております。 

令和 2 年７月豪雨災害義援金 を受付しています 

ビニールエプロンの作成支援 を実施しました 

あきる野市赤十字奉仕団は、赤十字の
ボランティアとして、日頃から救急法
や炊出しなどの訓練を行っています。
また、献血や裁縫奉仕活動、町内会・
自治会の防災訓練などへ協力し、地域
のために活動しています。 
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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 

子育て中の親子を支える。 
 

 

 

子育て中の親が地域で孤立したり、家に閉じこもりにならないよう、悩みや不安の解消、子どもの
成長の共有を目指し、地域全体で子育てを応援することを目的に実施しています。 
ファンファンは「子育て中の親が休まる場所」となるよう、主に子どもの遊び相手をします。また、

お母さんたちの心に寄り添って話を聞いたり、お母さん同士が会話を楽しむ場所です。 

市内で子育てをする親子を応援するファンファンのスタッフを募集しています。子どもが好きな方、
子育てを応援したい方、お待ちしています。学生さんもスタッフになれます♪ 

活動日  毎月第２水曜日 9：30から 12：30頃まで 
（ファンファンの開催時間は、10：00から 12：00まで） 

問合せ  市民活動推進係 ☎ 595-9033 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育て応援サロン「 ファンファン 」 【スタッフ募集】 

親がゆとりを持って子育てできるよう、親の気分転換
を図るために、おしゃべり中心の活動を行います。 

子育て支援は親の支援 

▼▼を作りましょう！◆◆をみんなで歌います！と
いう統一的な内容ではなく、参加した子どもの気分に
合わせてスタッフが一緒に遊びます。 

プログラムの無いサロン 

ファンファンの特徴 

地域のボランティアがスタッフ 

子育ての大先輩が、親の話しを聞いたり子どもと遊
んだりします。サロン以外に街で会えるスタッフと
して、地域で子育てを応援します。 

参加者の意見を聞いて、スタッフの知恵と工夫により、
安心して参加できるサロンをみんなでつくります。 

参加者と一緒につくりあげるサロン 
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