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ボランティア情報誌

笑顔の写真や発行月にあった写真をお送りください。 
ご応募お待ちしています。 

★①ペンネーム ②メッセージ ③写真 ④氏名 

⑤連絡先 ⑥住所 を記載し、メールまたは郵送にて 

お送りください。※①～③は情報誌に掲載します。 

※締切は、発行月の前月 20日までです。

※掲載のボランティア活動は、新型コロナウイルス感染状況等により変更や中止となる場合があります。 
※ 本 情 報 誌 は 、 地 域 の 皆 様 に ご 協 力 い た だ い て い る 社 協 会 員 会 費 等 を 活 用 し て 発 行 し て い ま す 。 

P.N ほの 

慌ただしく過ぎていく日々ですが、

子供達と小さな喜びを沢山積み重ね

て一緒に成長していきたいです。 



 

 

お正月に飾ろう！ 

親子でミニ門松づくり教室 
 
お正月に飾るミニ門松をつくって、 
楽しいお正月を迎えましょう♪ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

参加者 
募 集 

参加者 
募 集 

12月 24日(金) 
25日(土) 

①18：00～19：00 
②19：00～20：00 

▼対 象 
①満 1歳～小学生のお子様がいる家庭 
②障がいをお持ちの方がいる家庭 

▼募集人数 
両日とも 30家庭（申込順） 

▼事業概要 
①各家庭でプレゼントを用意する。 
②当日、サンタクロースが訪問する前
に、指定場所にプレゼントを置く。 

③サンタクロースがプレゼントを受け
取り、訪問する。 
④玄関先でサンタクロースから
プレゼントを受け取る。 

サンタクロースボランティア事業 

サンタクロースが 

あなたのおうちにやってくる‼ 
市内在住の子どもや障がい者がいるご家庭に、
地域のボランティアがサンタクロースになり、 
各家庭で用意したプレゼントを家族に代わって
お渡しします。 

11月 15日(月)9：00から電話にて受付。 

※11月 30日(火)締切 

 
親子で！  

 
夫婦で！  

▼日時 

 12月 27日(月) 
 ①10：00～12：00 

 ②13：30～15：30 

▼会場 

 秋川ふれあいセンター 2階会議室 

▼対象 

 市内在住の小学生以上の親子及び社会人 

▼定員 

 各 10組 20名（申込順） 

▼材料費 

 800円（門松 1基につき） 
 

▼指導 

 社協登録団体 はればれ竹クラブ 

子ども達に刃物の正しい使い方を教えるとともに、物づ

くりの楽しさを味わってもらいたいと、竹細工を趣味と

する者が集まりました。あきる野市近隣地域の小学校や

子供会の子ども達に竹細工指導をしたり、作品展を開催

したり、また、放置竹林の整備なども行っています。 
 

会員が作成した作品 

電話にて受付。 



Smile Project 第 3弾！「Smile Action Project」 
地域をつなぐ あき ンティア スタンプラリー 

ボランティア団体や公共施設等のコロナ禍でもできるボランティア活動に参加してみよう。 
ボランティア活動をしてスタンプを集める「スタンプラリー形式」で、楽しみながらボランティアにチャレンジしませんか？ 

 ★活動プログラムや申込み方法等は、あきる野ボランティア・市民活動センターのホームページをご覧ください。 
 ★スタンプラリー台紙は、「ボランティア情報誌特別号」の台紙を切り取ってお使いください。 
  なお、ボランティア情報誌特別号は社協事務所や市役所、公共施設等に設置しています。 

 

【イベント情報】 

新日本婦人の会 
あきる野支部 教育部 
 

 

▼申込みフォーム   ▼メールフォーム 

“冬の子ども応援プロジェクト” 
家庭の事情により、食事を満足にとることが出来ない子どもがいるとの報道を
受けて、夏に続き、食の支援を行ないます。 
■食糧支援・・食品提供にご協力をお願いします。 
賞味期限が 2022年 3月まであるもので、常温保存ができるもの。 
※生鮮食品、アルコール類は受付できません。※社協秋川事務所で受付 

■食品配布・・中学生までの子どもがいる家庭で、お困りの方に無料配布します。 

申込期間：11月 1日(月)～12月 10日(金) ※先着 20家庭予定 
提 供 日：12月 19日(日) 11：30～13：00 場所は直接お伝えします。 
申込方法：左記申込みフォームまたはメールにてお申し込みください。 
     ①氏名 ②連絡先 ③住所 ④家族構成（子どもの年齢）をご記入ください。 

演芸ボランティア 
大正琴扇靖琉あきる野琴の会 

お正月コンサート 
「昭和は遠くなりにけり なつかしい昭和のうたをうたいましょう」 
コロナ禍に明るい兆しが見えてきました。なつかしい昭和の歌を大正琴にあわ
せて、楽しみましょう。皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。 

日 時：令和 4年 1月 27日(木) 13：00～14：30（12：30開場） 
会 場：秋川ふれあいセンター ふれあいホール 
定 員：100名（申込不要） 

 

あきる野ボランティア・市民活動センターでは、高齢や障がいのみならず、妊婦
から子育て中の親子を応援するため、子育て支援等に関わる団体・個人の皆様と
「子育て応援ネットワーク」を立ち上げ、地域が抱える子育ての課題解決に向け
た取り組みをはじめました。 

ひまわりの会 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
日 時：12月 11日(土) 10：00～12：00 
場 所：秋川ふれあいセンター 2階寿の間 
参加費：無料  

学校に行きづらい子の親の会 

自分を責めたり、問い詰めてしまったり…苦しい思いを、
なかなか人に話せず、孤立を感じていませんか？ 
「子育ておしゃべり会」（学校に行きづらい子を持つ親のおしゃべり
会）では、同じように悩んでいた先輩ママの体験談を聞い
たり、今同じように悩んでいる人たちとおしゃべりをしま
す。「ひとりじゃない」ことに気づき、心がホッと軽くなる
おしゃべり会です。 

「子育ておしゃべり会」※申込不要 

日 時：毎月第 2金曜日 19：00～21：00 
場 所：中央公民館 
参加費：200円  

 

登録時に下記をご記入
しお知らせください。 
①お名前と自己紹介と
お子様の年齢等 
②下記の該当するもの
いずれか 
当事者の親/教育関係
者/サポーター希望 

次回 12月 10日 



 

▼登録ボランティア・市民活動団体 紹介     ボラセン職員が登録団体を紹介します！ 

さわやか倶楽部 

【活 動 日】第４水・木曜日（8:30～正午頃）他 
【活動場所】秋川ふれあいセンター 調理室 他、公民館等 
【活動内容】熟年男性のボランティアグループで、食事サービス事

業の調理ボランティアを中心に、短歌、
ハイキング、カラオケ、太極拳、麻雀、
つり、ゴルフ等の同好会があります。 

・・職員が取材してきました 

さわやか倶楽部には複数の同好会があると伺っていたが、今回はメイン

の活動である「調理ボランティア」の様子を見学した。 

 午前 10 時過ぎ。お昼のお弁当作りで忙しいだろう、邪魔にならないだ

ろうか…と緊張して調理室に入ると、中からワハハッと楽しそう 

な笑い声が。皆さん慣れた様子で揚げ物をしたり、

和え物をしたり、お弁当容器に詰める作業をして

いる。「楽しいよ。いいでしょう？いつもこんな感

じ（笑）」「皆、料理が好きなんだよね」と話される。 

社協主催の『男性向け料理教室』に参加した男性を中心として活動が始

まった。昨年 30周年を迎え、現在は女性の賛助会員４人を含めた 40人の

会員がいる。「定年後の男性が多いから、組織のしくみはしっかりしてるよ」

と会長の青山さん。一方、「皆が好きなことを自由に活動できたほうがいい

って思いもあって、色々な同好会が出来たんだ」とのこと。 

毎月、通信も発行されており、俳句や短歌が掲載されている。皆さん多

趣味！「いろいろな趣味があるっていうことは、楽しみが増えるってこと

だから。おかげでコロナ禍でも退屈しないよ」と話していたメンバーの方

の言葉に、なんだかとても納得しました。 

手話サークル「虹」 

【活 動 日】毎週木曜日（10:00～12:00） 
【活動場所】秋川ふれあいセンター ボランティアルーム 
【活動内容】週 1 回集まり、聴こえない人と手話で会話を楽しん

だり、スキルアップのために勉強をしたりしていま
す。小・中学校での手話指導も行っています。 

・・職員が取材してきました 

ボランティア団体として登録されている手話サークルは３つあり、「手話サ

ークル虹は、そのうち昼間・秋川地区で活動している。 

 この日の参加者は 12 人程で、当事者の方も

参加されている。DVD の教材をテレビで流し

ながら勉強をしていた。今回のテーマは「自己

紹介」。「自己紹介にも色々な方法がある。手話 

だけで表現する方法や、指文字（「あいうえお」を指で表現）を使う方法。

両方使う場合もある」。講師の方は、会話と同じスピードで説明中も手話を

使われる。早い！ 

 代表の栗田さんと、創立から関わっているメンバーにお話を伺った。「設

立は昭和 63 年。手話の講習を受けた人達が集まって出来たサークルで、

多い時も少ない時もあったけど現在の参加者は毎回 10人前後」。とても仲 

が良く、コロナ禍で活動出来ない時は皆会えなくて寂しがったという。「以

前は定例の活動以外にも旅行や公園に行ったりしていた」。市内の小・中学 

校へも毎年手話指導をしており「今年は思う

ように動けなかったけど、こうして通常の活

動が出来るようになっただけでも嬉しい」と

笑顔で話してくれた。 
 

社協会員会費にご協力をお願いします。 
あきる野市社会福祉協議会では、「地域の輪 笑顔でお互いさまのまち あきる野をめざして」を基
本理念に、地域の皆さんが笑顔で安心して暮らせるよう、皆さんと一緒に支えあいをするための活
動・事業をしています。社協会員となって、地域福祉活動へのご支援・ご協力をお願いします。 

【協力方法】●町内会・自治会を通して ●社協窓口にて（秋川ふれあいセンター内） 
      ●郵便振込（振込用紙をお送りします。） 

＊＊ ボランティア情報誌に掲載する記事を募集しています。 ＊＊ 
市内のボランティア募集やイベント等の情報（募集や周知等）がございましたら、下記までご連絡ください。   

記事の締切は偶数月 20日までです。 

社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会 

〒197-0812 
あきる野市平沢 175-4秋川ふれあいセンター内 

TEL 042-595-9033  FAX 042-559-3561 
HP http：//www.akiruno-shakyo.or.jp/ 
E-mail volunteer-c＠akiruno-shakyo.or.jp 

 

感染症対策をしながら活動中 感染症対策をしながら活動中 

■地域の見守り・交流 ■在宅福祉サービス 
■ボランティア活動 ■情報発信・啓発活動等 

社協会員会費 
500円の 
使い道 


