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施設・団体名（活動場所） 活動内容（メッセージ） 活動期間・時間 受入人数（1日につき） オリエンテーション

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1
特別養護老人ホーム

あたご苑
（入野 811）

利用者の話し相手や配膳のお手伝い、食事の介助、配茶の準備、
シーツ交換や車イスの清掃のお手伝い等職員と一緒に活動しま
しょう。大勢の方の参加をお待ちしています。

8 /3～8 /28 ※土日を除く
9：30 ～17：00
★期間中 2 日～7 日まで

小学 1年生
～社会人 6 名

活動初日

2
特別養護老人ホーム

麦久保園
（草花 2219 ）

清掃や昼食の下膳等、間接的援助の手伝いやクラブ活動等にお
いて、ご利用者と触れ合いながら特別養護老人ホームを知って
頂き、又ご意見等を頂く機会になればと思います。

7/21～8 /3 1
10：00 ～15：30
★期間中 1日～5 日まで

小学 5～6 年生 2 名
中学生～社会人 2 名

活動初日

3
特別養護老人ホーム

福楽園
（網代 326 -1）

利用者さんとの話し相手やレクリエーションの手伝い、車椅子
の移動介助、居室の清掃等が主な内容ですがその時の状況で出
来る事をお願いしたいと思ってます。

7/28～8 /29 ※土日を除く
10：00 ～15：00
★連続 2 日～5 日まで

小学 4～6 年生 2 名
中学生～社会人 2 名
★低学年の場合は
兄姉がいれば参加可能

活動初日

4
特別養護老人ホーム

こもれびの郷
（雨間 385 -2）

話し相手、レクリエーション、清掃等
7/27～8 /28 ※土日祝を除く
14：00 ～15：30
★期間中 2 日～5 日まで

中学生～社会人 2 名 活動初日

5
特別養護老人ホーム

紫水園
（留原 396 ）

ご利用者の話し相手や、簡単な職員のお手伝いをして頂きます。
将来施設でのお仕事を考えている方、興味のある方は間近で介
護の仕事を見てみませんか？お待ちしております。

8 /1～8 /3 1 ※土日を除く
9：00 ～15：00 （応相談）
★期間中 1日～3 日まで

中学生～社会人 2 名 活動初日

6
特別養護老人ホーム

第二紫水園
（高尾 516）

利用者様のお話相手やレクリエーションのお手伝いなどのボラ
ンティアを体験してみませんか？興味をお持ちの方の参加をお
待ちしております。

7/28～8 /3 1 ※土日を除く
10：00 ～16：00 （応相談）
★期間中 1日～制限なし

小学 4～6 年生 3 名
中学生～社会人 3 名

活動初日

7
特別養護老人ホーム

五日市ホーム
（三内 436 -1）

夏休み、忘れられない思い出を作ってみませんか？五日市ホー
ムの入居者様が皆様との出会いを心待ちにしています。レクリ
エーションやお話しを一緒におこないませんか？

7/18～8 /3 1
8：50 ～15：00
★期間中 1日～制限なし

中学生、大学生 4 名 活動初日

8
特別養護老人ホーム
南聖園

（三内 705 ）

高齢者の皆様が生活されている施設です。日常生活の中で手の
届かない所、また少しお手伝いいただければできることがたく
さんあります。お手伝いいただけませんか？

8 /3～8 /3 1 ※土日を除く
9：30 ～15：00
★期間中 1日～制限なし

中学生、大学生 3 名
7/27（月）
14：30～15：15
連絡にて日程調整

9
特別養護老人ホーム

ほたるの郷
（菅生 1453 ）

100 名の利用者の方が生活されています。話し相手、洗濯物の
整理、行事・クラブ活動等のお手伝いなどで交流を持って頂け
る方をお待ちしております。

8 /1～8 /3 1
9：00 ～16：00
★連続 2 日～制限なし

中学生～社会人 4 名
7/27（月）
14：0 0～15：0 0

10
特別養護老人ホーム

和敬園
（菅生 1159）

利用者と一緒におしゃべりをしたり行事・クラブ等のお手伝い
をしませんか？皆さんの笑顔をとても楽しみにしています。初
めての方でも職員がそばにいるので大丈夫です。

7/22～8 /3 1
9：30 ～16：00
★期間中 2 日～制限なし

小学 4～6 年生 5 名
中学生、大学生 5 名

7/21（火）
14：30～

11
特別養護老人ホーム

コスモホーム
（菅生 1159）

この夏、コスモホームのみなさまとふれあいながらボランティ
ア体験をしてみませんか？みなさんの笑顔を楽しみにお待ちし
ています。

8 /1～8 /20 ※土日を除く
10：00 ～15：30
★期間中 1日～制限なし

高校生～社会人 3 名 活動初日

12
養護老人ホーム

松楓園
（菅生 1159）

養護老人ホームはお元気なお年寄りが生活しています。一緒に
散歩をしたりガーデニングや手工芸を楽しみませんか？今年も
皆さんとの出逢いを楽しみに待っています。

7/22～8 /3 1 ※土日を除く
10：00 ～15：00 （応相談）
★期間中 1日～制限なし

小学 5～6 年生 5 名
中学生～社会人 5 名

活動初日

13
特別養護老人ホーム
増戸ホーム

（三内 485 -1）

入居者の方々との触れ合いを通して介護への理解と役割、やり
がいを是非体験してください。皆さんの参加をお待ちしていま
す。

7/27～8 /28 ※土日を除く
10：00 ～16：00
★期間中 1日～制限なし

小学 5～6 年生 5 名
中学生～社会人 5 名

活動初日

14
株式会社関東サンガ
あきる野翔裕館

（草花 1481 -1）

入居者様 27 名、デイサービス定員 35 名のアットホームな施設
です。高齢者の方々のお話相手、お手伝い等をお願いします。
興味のある方、是非お待ち致しております。

8 /1～8 /3 0 ※日を除く
9：00 ～16：00
★期間中 1日～制限なし

中学生～社会人 2 名
7/3 0（木）
15：0 0～15：30

15
有料老人ホーム

戸倉ヴィラ
（戸倉 519 -2）

ご入居者様との会話やレクリエーション、体操、お茶出し、お
掃除などのお手伝いをお願いしたいと思ってます。よろしくお
願いします。

7/22～8 /3 1
10：00 ～12：00 、
14：00 ～16：00
★連続３日～制限なし

中学生～社会人 1名 活動初日

16
介護老人保健施設

さくら
（草花 3079 -5）

介護老人保健施設とは？1日の生活を通して考えてみましょう。
小学生から社会人の多くの方々に体験していただければと思い
ます。

7/27～7/3 1 ※土日を除く
10：00 ～16：00
★連続 5 日（応相談）

小学 5～6 年生 2 名
中学生～社会人 2 名

活動初日

17
介護老人保健施設
オキドキ

（伊奈 477 -1）

高齢者とおしゃべり、車椅子を押す介助、ドライヤーで髪を乾
かす、シーツ交換、レクリエーションのお手伝い等。出来る事
はたくさんあります。経験不問！奮ってご参加を！

7/18～8 /3 1
9：30 ～16：00
★期間中 1日～制限なし

中学生～社会人 5 名 活動初日

18
あすなろみんなの家

（原小宮 2-6 -3）

おじいちゃんおばあちゃんと一緒にゲームやお散歩へ行きお手
伝いをして頂いたり、館内の清掃や食事の配膳などのお手伝い
です。皆さんとても楽しみに、お待ちしています。

7/20～8 /29 ※日を除く
9：00 ～16：00
★1週～2 週まで

小学 5 年生
～社会人 3 名
★小学生のみ可

活動初日

19
あきる台グループホーム秋川

（秋川 6-8 -5）

元気で明るいご利用者様と一緒に買物や料理、レクリエーショ
ン、おしゃべりを楽しみながら一日を過ごしましょう。お待ち
しています。

7/25～8 /20
10：00 ～16：00
（小学生 15：00 まで）
★期間中 1日～3 日まで

小学 4 年生
～社会人 2 名

実施しない

20
あきる台グループホーム滝山

（秋川 5-1-8）

個性豊かな御利用者さまと一緒にお買い物やお料理などサポー
トしたり、会話を楽しんだりして生活しています。お気軽にい
らしてください。

7/25～8 /20
10：00 ～16：00
（小学生 14：00 まで）
★期間中 1日～3 日まで

小学 4～6 年生 2 名
中学生～社会人 2 名

実施しない

21
デイサービス悠優

（野辺 305 -6）

ご利用者様の中にはいろいろな障害を持つ方がいます。しかし、
その中で一生懸命に活動したり楽しみを見つけようと頑張られ
ています。是非接してみて皆さんから学んでください。

7/22～8 /3 1 ※日を除く
10：30 ～15：00
★連続 2 日

小学 5～6 年生 1名
中学生～社会人 1名

活動初日

22
あずみ苑グランデ平沢

（平沢 473 -1）

職員の指示のもと利用者様と積極的にコミュニケーションをと
ってください。また、施設内の環境整備もお願いします。将来
介護職員になりたい方お待ちしております。

7/22～8 /29 ※土日を除く
9：30 ～16：00

中学生～社会人 3 名 活動初日

23
五日市センター

（舘谷台 17）

お元気な高齢者とゲームをしたり話し相手をして頂きながら活
動のお手伝いをお願いしております。明るく楽しいセンターで
すので多くの方の参加をお待ちしています

7/22～8 /28 ※土日祝を除く
10：00 ～16：00
★期間中 1日～制限なし

小学 4～6 年生 3 名
中学生～社会人 2 名

活動初日

24
開戸センター

（渕上 332 -1）

元気な高齢者の皆様と会話を楽しみながら手工芸のお手伝いや
色々な活動を一緒に行なっていきます。笑顔の絶えない元気い
っぱいのセンターです。

7/21～8 /3 1 ※土日を除く
9：30 ～15：30
★期間中 3 日～

小学 4～6 年生 5 名
中学生～社会人 2 名

活動初日

25
萩野センター

（雨間 533 -1）

65 歳以上の元気な方をもっと元気にするセンターです。利用者
様との会話や活動のお手伝いをしてもらいます。とても楽しい
お仕事です。

7/22～8 /29 ※土日祝を除く
9：30 ～16：00
★連続 4 日～制限なし

小学 4～6 年生 2 名
中学生～大学生 1名

活動初日

26
応援家族 あきる野

（小川 633 -6）
高齢者の方のお話相手になって下さい

8 /1～8 /10
14：00 ～16：00
★期間中１日～制限なし

小学 1年生
～社会人 2 名

活動初日
活動時間 30 分前

  

　２面から４面にかけて、夏ボラの活動メニューの紹介です。高齢者、障がい者、児童、医

療機関、ボランティア団体など全部で８０の活動先・プログラムがあります。自分がどのよ

うな活動を体験してみたいのか、じっくり考えてお申込みください。また、夏ボラの実施に

当たって、多くの施設・団体の方にご協力いただいています。参加される方は、ボランティ

ア活動を体験するだけでなく、活動先の施設・団体に対して感謝の気持ちを持って、活動の

ルールやマナーを守り、あいさつを心がけましょう。
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27
デイサービス マリモ

（油平 148 -1）

高齢者の方は安心・安全に暮らせることを少なくも望んでいま
す。その為に皆さんにも今後できるサポートをこの機会に見つ
けてもらえればうれしいです。

7/27～7/3 1、8 /24～8 /3 1
※火を除く
9：30 ～15：00
★期間中 2 日～制限なし

小学 5～6 年生 2 名
中学生～社会人 2 名

活動初日

28
社協 ふれあい食事サービス

配食
（秋川ふれあいセンター）

調理ボランティアさんが作ったお弁当を高齢者の方や障がいを
持った方に届けて頂きます。

7/22～8 /27 ※水・木のみ
10：50 ～12：00
★1日のみ

小学 1年生
～社会人 2 名

活動初日

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

29
金木星の郷

（三内 489 -1）

知的障がいのある方の施設です。皆さんの大好きな納涼祭です。
模擬店のお手伝いをお願いします。ご協力よろしくお願い致し
ます。

8 /8（土）のみ
14：00 ～19：30

大学生～社会人 3 名 活動初日

30
就労継続支援Ｂ型 やまぐちや

（戸倉 578 ）

利用者さんと一緒に作業に取り組みながらお互いにコミュニケ
ーションを楽しんで頂きたいと思います。福祉系の就職を目指
している方やおしゃべり好きな方をお待ちしています。

8 /3～8 /27 ※土日を除く
10：00 ～16：00

小学 1年生
～社会人 2 名

活動初日

31
希望の家

（五日市 374 -5）

障がいを持った方々の通所支援施設です。主に軽作業や歩行訓
練等行っています。利用者の方々は色々な方にお会いできるの
を楽しみにしています。ご参加お待ちしています。

7/21～8 /3 1 ※土日を除く
10：00 ～15：00
（小学生 11：30 まで）

小学 5 年生
～社会人 2 名

実施しない

32
こすもす福祉作業所

（秋川ふれあいセンター）

心身に障がいのある方が通う福祉作業所です。企業からの内職
作業や草木染などの自主製品を制作する仕事を一緒に体験して
みませんか?ご参加をお待ちしています。

7/21～8 /28 ※土日を除く
9：30 ～15：30
★期間中 1日～制限なし

小学 5～6 年生 2 名
中学生～社会人 2 名

活動初日

33
ひばり分室

（秋川ふれあいセンター）

現在１０名の障がいをもったメンバーが通っている生活介護施
設です。外での歩行活動や軽作業など、一緒に参加していただ
ける方をお待ちしています！

8 /3 ～ 8 /3 1 ※ 土 日 及 び
8 /4 ,7,10 ,13～18 を除く
10：00 ～15：30
★期間中 2 日～3 日まで

高校生～社会人 1名 活動初日

34
ワークスタジオかがわ

（引田 659 -1）
ウォーキングや創作活動、軽作業を一緒にする中で自閉症や知
的発達に障がいがある方への理解を広げて頂ければ幸いです。

7/21～8 /17 ※土日を除く
9：30 ～16：00

高校生～社会人 2 名 活動初日

35
西多摩療育支援センター

（上代継 84 -6）

主に身体に障がいがある方が生活している施設です。日頃、活
動や作業に取り組んでいますので一緒に参加し、お手伝いして
頂ける方を募集いたします。

7/23～8 /28
※土日及び 8 /10～8 /14 を除く
10：00 ～16：00
★期間中 1日～制限なし

中学生～社会人 2 名 活動初日

36
上代継在宅地域支援センター

（上代継 84 -6）

利用者の方は車イスですが、楽しく一日を過ごすために散歩や
レクリエーションの活動をしています。皆さんは車イスの移動
や遊びのお手伝いをお願いします。

7/22～8 /28
※土日及び 8 /12～8 /14 を除く
10：30 ～15：00
★期間中 1日～制限なし

高校生～社会人 2 名 活動初日

37
NPO あきる野福祉工房
もろこし畑

（秋川ふれあいセンター）
知的障がいのある人たちが働くお店です。

8 /4～8 /28
※土日及び 8 /11～8 /15 を除く
10：00 ～15：00
★1週間単位～制限なし

小学 4 年生
～社会人 1名

実施しない

38
生活支援センター フィレ

（秋川健康会館 2 階）
心の病を持つ方が日中活動を行う事業所です。楽しみながら活
動に参加できる方をお待ちしています。

7/22 ～8 /3 1 ※土日祝及び
8 /10～8 /14 を除く
9：30 ～16：00
★期間中 1日～制限なし

大学生～社会人 1名 活動初日

39
プロシード

（下代継 94 -6）

地域で暮らしている障がいを持った方達と新聞紙を使ったペー
パーバッグなどを一緒に作ってみませんか？作った作品は持ち
帰り OK ！興味のある方お待ちしています。

8 /1～8 /3 1 ※土日を除く
13：00 ～16：00
★期間中 1日～制限なし

高校生～社会人 1～2 名
★障がい者の日中活動に
興味のある方

活動初日

40
就労移行支援事業 やまぐちや

（五日市 45 -2）

ヨルイチ（お祭り）の準備や当日の手伝いをしていただきます。
利用者の方と一緒に楽しくお仕事をしていただける方をお待ち
しています。

8 /28（金）9：00 ～16：00
8 /2 9（土）16：00 ～20 ：00
（応相談）
★1日のみも可

高校生～社会人 １名 活動初日

41
あきる野 ａｂｌｅ

（秋川ふれあいセンター）

個性豊かで元気をくれる子ども達と家族の会です。夏祭りを開
催します。盆踊りやゲームで楽しい思い出を一緒に作りましょ
う。老若男女、大募集!!

8 /8（土）のみ
9：30 ～12：30

中学生～社会人 5 名 活動初日

42
てるぼうずくらぶ

（あきる野学園）
あきる野学園夏まつりに野菜・パンなどを販売します。お手伝
いを宜しくお願いします。

7/18（土）のみ
14：00 ～17：30

中学生～社会人 5 名 活動初日

43
ボランティアステーション
草刈り

（養沢 1301 -2 特設キャンプ場）

障がいのある人もない人も一緒に楽しむキャンプ開催には場内
の草刈りが必要です。夏のキャンプ本番の為の「縁の下の力持
ち」を大募集！終了後は冷たい川遊びと BBQ が待ってます。

8 /1～8 /2
9：00 ～翌日 14：45
★１泊のみ（日帰り応相談）

高校生～社会人 10 名
★1泊 2,000 円
（16 才～40 才まで）

活動初日

44
ボランティアステーション

キャンプスタッフ
（養沢 1301 -2 特設キャンプ場）

「ボラステ・キャンプ村」は障がいのある人もない人も「一緒
に創る・楽しむ」キャンプです。リーダー・料理・レクリエー
ション係を募集。大変だけど、おもしろいって？！

8 /10～8 /15
13：30 ～翌日 14：30
（初日は 10：30 集合）
★連泊も可（応相談）

高校生～社会人 3 名
★1泊 2,000 円
（社会人は40 才位まで）

随時実施
（施設と相談）

 
 
 
 

 
 
 
 

45
誠和保育園

（山田 880 ）

夏期は主に年齢合同保育を行っています。先生と一緒に園児と
遊んだり食事、着替え、トイレなどのお世話をして保育園の生
活を体験してください。

7/21～8 /28 ※土日を除く
8：30 ～16：00
★連続 3 日～制限なし

小学 4～6 年生 6 名
中学生～社会人 2 名
★場合により小学生8 名 可

7/18（土）
14：0 0～15：0 0

46
あきる野こどもの家

（秋川 3-7-17）
子ども達と一緒に遊んだり保育士の手伝いをして頂きます。子
ども達と触れ合って楽しい経験をたくさんしてください。

7/21～8 /28 ※土日を除く
9：00 ～16：00
★連続 2 日～3 日まで

小学 5～6 年生 2 名
中学生～社会人 3 名

活動初日

47
増戸保育園

（横沢 134 ）

横沢入りの自然環境を背にし、散歩や夏の遊びを共に行い子ど
も達の可愛らしさ成長を喜び保育の仕事への理解を深めてみて
ください。

7/21～8 /28
※土日及び 8 /13・14 を除く
8:30 ～17：00
★連続 2 日～制限なし

中学生～大学生 6 名 活動初日

48
秋川あすなろ保育園

（原小宮 2-6 -6）
子どもの世話をしたり一緒に遊ぶ。保育士の手伝い。玩具類の
整頓、片づけ（砂場、室内、園庭）

7/21～8 /21 ※土日を除く
9：00 ～16：00
★1週間（月～金）

小学 5～6 年生 1名
中学生～社会人 2 名

7/17（金）
15：0 0～16：0 0

49
西秋留保育園

（上代継 300 ）
保育士の手伝い、子どもと一緒に遊ぶ、玩具の片付け整理

7/21～8 /21 ※土日を除く
9：00 ～16：00
★1週間（月～金）

小学 5～6 年生 1名
中学生～社会人 2 名

7/18（土）
9：30～10：30

50
よつぎ第二保育園

（上代継 218 -1）

将来保育関係や福祉の仕事に就きたいと考えている方、相手の
立場や意見を受入れられる方、子ども達の成長に興味のある方
お待ちしております。

7/21～8 /3 1 ※土日を除く
9：30 ～16：00
★連続 3 日～制限なし

大学生 2 名 活動初日

51
草花保育園

（草花 3056 ）

保育園はどんな所か、保育士の仕事はどんなことかを知る良い
機会です。かわいくて元気いっぱいの子ども達とたくさんふれ
あってください。

7/21～8 /28 ※土日を除く
9：00 ～16：00
（小学生 13：00 まで）
★1週のみ

小学 1～6 年生 3 名
中学生～大学生 2 名
★小学生のみ 5 名 可

7/16（木）
16：0 0～16：30

52
屋城保育園

（二宮東 1-12-9）
子ども達のお世話をしたり、一緒に遊んだりします。その他掃
除や片付け、プール活動の手伝いなどをして頂く予定です。

7/21～8 /3 1 ※土日を除く
9：00 ～14：00
（小学生 12：00 まで）
★連続 2 日～3 日まで

小学 5 年生
～社会人 3 名

7/17（金）
14：30～15：0 0

53
五日市わかば保育園

（五日市 98 ）

0 歳～6 歳までの子供達が色々な経験をしながら元気いっぱい
生活しています。その生活に沿ったお手伝いをして頂きながら
子ども達と一緒に楽しい時間を過ごして下さい。

8 /1～8 /29 ※土日祝を除く
9：00 ～16：00
★期間中 1日～5 日まで

小学 6 年生 2 名
中学生～社会人 2 名

7/22（水）
14：0 0～14：30

54
光明第六保育園

（留原 50 ）

自然に恵まれた光明第６保育園で可愛い子ども達と一緒に過ご
してみませんか。保育園での体験が素適な夏の思い出になるは
ずです。お待ちしています。

7/23～8 /27 ※土日を除く
9：00 ～16：00
★期間中 1日～制限なし

小学 5 年生
～社会人 2 名

7/21（火）
14：0 0～14：30

55
ウッディキッズ

（秋川 6-18-8）

定員３１名の小さな東京都認定保育所です。赤ちゃんから小学
生まで毎日通園しています。一緒に遊び、生活する中で保育所
の役割りを感じて貰えたら嬉しいです。

7/18～8 /3 1 ※日を除く
9：00 ～17：00
★連続 3 日～制限なし

中学生～社会人 2 名
★状況により 3 名 可

活動初日

56
みどりの園

（秋留 2-8 -15）

子ども達と遊んだり保育士のお手伝いをしたりして 1 日を過ご
します。やってみたいという気持ちのある方、子どもが好きな
方お待ちしています。

7/21～8 /21
※日祝及び 7/25 を除く
9：30 ～16：30
★連続 2 日～制限なし

中学生～社会人 2 名 活動初日

57
すぎの子保育園

（戸倉 783 ）

保育士の指示のもと、園児のお世話をしたり一緒に遊んだり掃
除や片付けなどのお手伝いをしてもらいます。一生懸命活動し
てくれる方をお待ちしています。

7/21～8 /3 1 ※土日を除く
9：00 ～13：00
★期間中 1日～3 日まで

小学 1年生
～社会人 2～3 名

7/15（水）
16：0 0～16：30
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