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主催：あきる野市社会福祉協議会
後援：あきる野市、あきる野市教育委員会

活動期間　平成３０年７月２１日（土）～８月３１日（金）
参加対象　都内在住・在学・在勤の小学1年生～社会人

　夏ボラは夏休みの期間を利用した体験型ボランティア活動で
す。ボランティアにはどんな活動があるのかな？自分にもでき
ることはあるのかな？将来の夢に向かってヒントになるかもし
れないな～。などなど、これまでボランティアの活動になかな
か踏み出せない方も多いと思います。この夏ボラをきっかけと
して、勇気を出してボランティア活動にチャレンジしてくださ
い。きっと新しい発見があるかもしれません。

夏体験ボランティア（通称：夏ボラ）とは？

社協ホームページ　http://www.akiruno-shakyo.or.jp

in　あきる野

◆秋川事務所（秋川ふれあいセンター内）
・６月２３日（土）１３：００～１７：００
※上記の受付日に草花保育園、誠和保育園の申込みを希望され
　る方は受付時間を事前に抽選します。下記の「草花保育園・
　誠和保育園をご希望される方へ」を参照し、お申込みくださ
　い。なお、受付時間は９：００～１２：００となります。
・６月２５日（月）～７月６日（金）
　　　　　　　　　９：００～１７：００（土日を除く）
※６月２７日（水）、７月４日（水）は２０：００まで
◆五日市事務所（市役所五日市出張所内）
・６月２５日（月）～７月６日（金）
　　　　　　　　　９：００～１７：００（土日を除く）

受付期間・受付場所

　夏ボラの活動メニューは、高齢者や障がい者、保育園などの
福祉施設や医療機関、ボランティア団体など、様々なメニュー
を用意しています。興味のある活動、やってみたい活動を自分
自身で選んで申込んでください。活動先・プログラムは２面か
ら４面にあります。

夏ボラは活動メニューがいっぱい！

　参加者本人が、事務所にお越しいただき、申込みカードをご
提出ください。申込みカードは事務所の窓口又は社協ホームペ
ージからダウンロードできます。
　活動先は３か所まで申込み可能です。保育園は１か所のみ申
込みとなります。活動先により定員に達している場合がありま
す。あらかじめ複数の候補を決めておいてください。申込みを
済ませた後の活動先等の変更はできません。

事前申込み（ハガキ記入
方法）は４ページを参照
ください。

申込み方法・お願い

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
℡０４２－５９５－９０３３

申込み・問合せ

あきる野社協 検索



２０１８夏！体験ボランティア活動先一覧２０１８夏！体験ボランティア活動先一覧

　２面から４面にかけて、今回の夏ボラの活動メニューになります。高齢者、障がい
者、保育園などの福祉施設や医療機関、ボランティア団体など全部で７８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。
　今回も夏ボラを開催するにあたり、多くの施設や関係団体の協力をいただきながら
実施しています。参加される方は、活動のルールやマナーを守り、あいさつをしっか
りとするなど感謝の気持ちを持って、ボランティア体験に参加してください。

●活動の際はマナーを守り、感謝の気持ちをもって活動しましょう。

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日程費用等
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特別養護老人ホーム 
　あたご苑　　　　（入野811）

利用者様と一緒に、エプロンたたみのお手伝いや、日課となっ
ている朝の会への援助、配膳や食事介助、シーツ交換などのお
手伝いに協力していただける方お待ちしています。

8/1～8/24　※土日祝を除く
9：30〜16：00（応相談）
★期間中２日〜５日まで

小学５～６年生　３名
中学生～社会人　２名

活動初日
10:00

8/1～8/31　※土日祝を除く
10：00〜16：00（応相談）
★期間中１日〜制限なし

中学生～社会人　４名 活動初日
8:50

7/21～8/31
8：50〜15：00
★期間中１日〜制限なし

中学生～社会人　２名 7/27（金）
15:00～16:00

8/1～8/31　※土日を除く
9：30〜15：00
★期間中１日〜制限なし

中学生～社会人　４名 活動初日
8:50

8/1～8/31　※8/4、23を除く
9：00〜16：00
★連続２日〜制限なし

中学生～社会人　３名 活動初日
9:50

8/2～8/31　※土日祝を除く
10：00〜15：30
★期間中１日〜制限なし

活動初日
8:50

7/23～8/25　※日曜を除く
９：00〜16：00
★１週間単位（月〜土）

小学５～６年生　３名
中学生～大学生　２名

活動初日
9:30

7/23～8/31　※土日祝を除く
9：30〜11：30
★期間中１日〜制限なし

中学生～社会人　２名 活動初日
8:50

8/1～8/31　※土日祝を除く
9：00〜15：00（応相談）
★期間中１日〜３日まで（応相談）

小学５～６年生　２名
中学生～社会人　２名

活動初日
10:00

7/21～8/26 ※8/15を除く
10：00〜15：30　
★期間中１日〜５日まで

小学５～６年生　５名
中学生～社会人　５名

小学５年生～社会人
　　　　　　　　４名

活動初日
10:00

7/23～8/31　※土日祝を除く
10：00〜15：00　
★期間中１日〜５日まで（応相談）

小学５年生～社会人
　　　　　　　　４名
（小学生は２名まで）

小学５年生～社会人
　　　　　　　　３名

活動初日
9:50

7/23～8/31　※土日祝を除く
10：00〜16：00
★期間中１日〜制限なし

小学５年生～社会人
　　　　　　　　２名

活動初日
10:00
昼食代 150円

7/23～8/31　※土日祝を除く
10：00〜16：00
★期間中１日〜制限なし

小学５～６年生　１名
中学生～社会人　１名

活動初日
10:15

7/21～8/31　※日曜を除く
10：30〜15：00
★期間中１日〜２日まで

小学５～６年生　２名
中学生～社会人　２名

活動初日
9:00

7/23、24、27、8/6、7、10、
20、21、24　９：00〜15：10
★期間中２日〜制限なし

小学１年生～社会人
　　　　　　　　２名

活動初日
10:50

7/25～8/23　※水木のみ
10：50〜12：00
★１日のみ

大学生～社会人　２名 活動初日
8:25

7/25～8/30　※水木のみ
８：30〜12：00
★期間中１日〜制限なし

小学４～６年生　５名
中学生～社会人　３名

活動初日
9:15

7/25～8/24　※土日祝を除く
９：30〜16：00
★連続して３日〜制限なし

小学４～６年生　４名
中学生～社会人　２名

実施しない7/23～8/31　※土日祝を除く
９：30〜15：30
★期間中３日〜制限なし

小学４～６年生　２名
中学生～大学生　２名

活動初日
9:30

7/23～8/31　※土日祝を除く
９：30〜16：00
★連続して３日〜７日まで

小学４～６年生　１名
中学生～社会人　１名

活動初日
13:50

8/1～8/5
14：00〜16：00
★期間中１日〜制限なし

活動初日
9:30

7/23～7/27
10：00〜16：00　
★連続して５日まで

中学生～社会人　２名 活動初日
9:50

7/23～8/31 ※土日祝及び8/1～
10を除く　10：00〜15：00　
★連続して２日間

中学生～社会人　２名 活動初日
14:00

7/23～8/31　※土日祝を除く
14：00〜16：00　
★期間中１日〜５日まで

1

清掃や食事の下膳等、間接的援助の手伝いやクラブ活動等にお
いて、ご利用者とふれ合いながら、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。

食事の後片付けや掃除、レクリエーションの参加、利用者との
コミュニケーション等をお願い出来ればと考えています。

老人ホームにお住まいになっている利用者様のお話し相手やレ
クリエーションのお手伝いをしていただきます。

2
特別養護老人ホーム
　麦久保園　　　 （草花2219）

3

特別養護老人ホーム
　五日市ホーム（三内436－1）

8

特別養護老人ホーム
　和敬園　　　　（菅生1159）

11
特別養護老人ホーム
　コスモホーム　（菅生1159）

13
養護老人ホーム
　松楓園　　　　（菅生1159）

特別養護老人ホーム
　南聖園　　　　　（三内705）

9

10

特別養護老人ホーム
　ほたるの郷　　（菅生1453）

14

高齢者在宅サービスセンター
五日市センター　 （舘谷台17）

介護老人保健施設
　さくら　　　（草花3079－5）

15

16

18

20

あきる台グループホーム滝山
　　　　　　　（秋川5－1－8）

23

19

あすなろみんなの家
　　　　　　　（原小宮2－6－3）

24

応援家族あきる野
　　　　　　　（小川633－6）

7

特別養護老人ホーム
　第二紫水園　　　（高尾516）

6

5

特別養護老人ホーム
　こもれびの郷　（雨間385－2）

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。

利用者様のお話し相手やレクリエーションのお手伝いなどを体
験してみませんか？興味をお持ちの方の参加を心よりお待ちし
ております。

入居者の皆様と夏休みの思い出を作りませんか。私たちの知ら
ない事をたくさんお話しして下さいます。皆さんが来てくださ
るのをお待ちしています。

南聖園では高齢や病気のため、生活にお手伝いが必要な100名
の方が生活を送っています。生活のためのお手伝いの方法を体
験にいらしゃって下さい。お待ちしてます。

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。

ご利用者とおしゃべりをしたり、クラブ活動のお手伝いをして
くれませんか？初めての方でも大丈夫です。皆さんが来てくだ
さるのを楽しみにお待ちしています。

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？あなたの笑顔を楽しみにお待ちして
います。

中学生～社会人　５名 活動初日
10:00

7/23～8/31　※土日祝を除く
10：00〜16：00
★期間中１日〜制限なし

12
特別養護老人ホーム
　増戸ホーム　（三内485－1）

入居者様とのふれあいを通して介護の大切さを体験してみませ
んか？皆様の明るい笑顔をお待ちしています！

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。

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。

17

あきる台グループホーム秋川
　　　　　　　（秋川6－8－5）

21

ご利用者と一緒に買い物や料理、レクリエーション、散歩、お
しゃべりを楽しみながら一日過ごしましょう。ご利用者、職
員、会えるのを楽しみにしています。

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致します。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。

高齢者在宅サービスセンター
開戸センター　（渕上332－1）

25

自立した元気な高齢者の皆様と会話を楽しみながら手工芸の手
伝いや活動を一緒に行なっていただきます。笑顔いっぱいの楽
しい利用者様と過ごしてください。

高齢者在宅サービスセンター
萩野センター　（雨間533－1）

何事も自分で出来る方、自立している方が通ってくださるセン
ターです。利用者様と会話や諸活動の手伝いをお願いし、楽し
く仕事をしてもらいます。お待ちしております。

高齢者の方のお話し相手になって下さい。

ご利用者と一緒に買い物や料理などをしたり、散歩、おしゃべ
りをしながら一日楽しく過ごしましょう。多くの方と交流でき
るのを、職員ご利用者共に楽しみにしています。

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がいを持つ方がいます。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下さい。

22

デイサービスマリモ
　　　　　　　（油平148－1）

やさしく明るい高齢者の方々がみなさんと共に活動を出来る事
を楽しみに待っています。

お年寄りの皆さんと一緒にゲームや体操・散歩をしたり、お食
事の配膳や掃除のお手伝いをして頂きます。お年寄りの方々は
皆さんが来て下さるのを楽しみにしているので、ぜひ！

特別養護老人ホーム
　紫水園　　　　　（留原396）

4

特別養護老人ホーム
　福楽園　　　（網代326－1）

あきる野市社協（２） 平成30年６月1日 第142号

社協　ふれあい食事サービス
（配達）（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の方や障がいを持
った方に届けて頂きます。

社協　ふれあい食事サービス
（調理）（秋川ふれあいセンター）

高齢の方々にお届けするお弁当を一緒に作っていただきます。
料理に興味のある方、お待ちしています。
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誠和保育園
　　　　　　　　　（山田880）

増戸保育園
　　　　　　　　　（横沢134）

あきる野福祉工房　もろこし畑
　　　（秋川ふれあいセンター）

あきる野ａｂｌｅ
　　　（秋川ふれあいセンター）

活動先は４面に続きます ※大学生には専門学校生、短大生が含まれます。

43

44

38

39

知的障がいのある人たちが、お店の営業のさまざまな場面に携
わり働く福祉喫茶です。

45

横沢入りの自然環境を背に、散歩や水遊びなどの夏の遊びを子
どもと共に行ったり、掃除や寝かしつけなど保育の仕事に触れ
興味を持ってもらえたらと思います。

46

47

49

51

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。

42

個性豊かで元気をくれる子ども達と共に活動をする家族の会で
す。夏まつりでゲームや盆踊りを一緒に楽しみましょう。医
療、福祉、教育関係の仕事を目指す方、大歓迎！！

生活支援センター　フィレ
　　　　　（秋川健康会館・2F）

40

41

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。

34

35

あきる野総合スポーツクラブ
　ＡＳｐｏｒｔ　（秋川体育館）

障がい者のためのフライングディスク（フリスビー）クラブで
す。大会出場を目標に活動しています。スポーツを通じたボラ
ンティア活動を体験してみませんか。

36

37

てるぼうずくらぶ
　　　　　　　（あきる野学園）

あきる野学園なつまつりに野菜・パンなどを販売しますので、
お手伝いをよろしくお願いします。

プロシード
　　　　　　 （下代継94－６）

知的障がいの方たちと一緒に過ごしてみませんか。雑貨制作や
封入作業をしている利用者のお手伝いを通して皆さんの過ごし
方を知って頂けたらと思います。

放課後等デイサービス
　わいわいくらぶ
　　　　　　 （秋川2－7－15）

ボランティアの経験や専門的な知識がなくても大丈夫です。子
どもたちと一緒に夏の遊びを楽しみましょう。

あきる野こどもの家　
　　　　　　　（秋川3－7－9）

48

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。
子ども達とふれあって楽しい経験をたくさんしてください。

西秋留保育園
　　　　　　　　（上代継300）

子ども達と一緒に遊んだり、保育室の片付けや玩具の整理など
保育士の手伝いをしてもらいます。子どもが好きな方、保育士
の仕事に興味、関心がある方、お待ちしています。

上代継在宅地域支援センター
　もえぎ
　　　　　　　（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。

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。

ひばり分室
（秋川ふれあいセンター・２F）

ワークスタジオかがわ
　　　　　　　（引田659－１）

33

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
的発達に障がいのある方への理解を広げて頂ければ幸いです。

主に身体に障がいをお持ちの方が生活している施設です。日頃
レクリエーション活動や作業等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致します。

西多摩療育支援センター
　障がい者支援施設「楽」
　　　　　　　（上代継84－6）

29

26

27

28

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
練を行っています。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。

知的・身体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、資源回収などのリサイクル活動、自主製品など
様々な活動をします。ご参加をお待ちしています。

希望の家
　　　　　　（五日市374－5）

知的障がいのある方の施設です。皆さん毎年楽しみにされてい
るイベントで夏に行なわれる納涼祭です。模擬店のお手伝いを
お願いしたく、ご協力をお願い致します。

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お待ちしています。

やまぐちや
　　　　　　　　　（戸倉578）

障害者支援施設
　金木星の郷　（三内489－１）

30

こすもす福祉作業所
　　　（秋川ふれあいセンター）

31

32

活動初日
13:45

大学生～社会人　３名8/4（土）のみ
14：00〜19：30

活動初日
9:20

小学５～６年生　１名
中学生～社会人　１名

7/23～8/31　※土日祝及び8/13
～17を除く　９:30〜15:30
★期間中１日〜５日まで

活動初日
9:50

高校生～社会人　１名7/23～8/31　※土日祝を除く
10：00〜16：00
★期間中２日のみ

活動初日
9:15

高校生～社会人　２名7/23～8/31　※土日祝及び8/20
～24を除く　９：30〜16：00
★期間中１日〜制限なし

活動初日
9:30

小学１年生～社会人
　　　　　　　　５名
※小３未満は保護者同伴

8/11（土）のみ
９：30〜13：00

活動初日
13:00

小学５～６年生　３名
中学生～社会人　３名

7/21（土）のみ
13：00〜16：30

活動初日
16:50

小学５年生～社会人
　　　　　　　　４名

7/24（火）、8/28（火）
11：00〜13：00
★１日のみも可

あきる野市障がい者スポーツ教室
実行委員会　　　（秋川体育館）

あきる野市が実施するボッチャ教室です。奥が深いボッチャ
を、障がいがある参加者と共に楽しんでみませんか。

活動初日
10:30

小学５年生～社会人
　　　　　　　　５名

7/26（木）、8/23（木）
17：20〜18：40
★１日のみも可

7/21（土）
10:00～11:00

小学４～６年生　６名
中学生～社会人　２名

7/23～8/24　※土日祝を除く
８：30〜16：00
★連続して３日〜５日まで

活動初日
9:00

小学５～６年生　２名
中学生～社会人　１名

7/23～8/16　※土日祝を除く
９：00〜15：00
★連続して１日〜３日まで

7/20（金）
16:00～16:45

中学生～大学生　　　
　　　　　５名

7/23～8/24　※土日祝を除く
８：30〜16：45
★連続して２日～５日まで。１日
のみも可

7/20（金）
15:00～16:00

小学５～６年生　１名
中学生～社会人　２名

7/23～8/17　※土日祝を除く
９：00〜16：00
★１週間単位（月〜金）

7/21（土）
9:30～10:30

小学５～６年生　２名
中学生～社会人　２名

7/30～8/24　※土日祝を除く
９：00〜16：00
★１週間単位（月〜金）

活動初日
9:15
昼食代302円

大学生　２名7/23～8/31　※土日祝を除く
９：30〜16：00
★連続して３日〜制限なし

7/18（水）
14:00～14:30

小学６年生　２名
中学生～社会人　２名

7/30～8/31　※土日祝を除く
９：00〜16：00
★期間中１日〜５日まで

7/18（水）
16:00～16:30

小学５～６年生　２名
中学生～社会人　３名

7/23～8/31　※日祝を除く
９：00〜16：00
★期間中１日〜制限なし

活動初日
9:00
昼食代320円

中学生～社会人　２名7/21～8/31　※日曜を除く
９：30〜17：00
★連続して３日〜制限なし

活動初日
9:00

中学生～社会人　２名7/23～8/25　※日曜を除く
９：00〜16：30
★連続して２日〜制限なし

7/18（水）
16:00～16:30

小学１年生～大学生
　　　　　　　　６名

7/23～8/31　※土日祝を除く
9：00〜16：00
（小学生は13：00まで）
★１週間単位（月〜金）

活動初日
8:50

小学４年生～社会人
　　　　　　　　３名

7/23～8/31　※土日祝を除く
9:00〜14:00（小学生は12:00まで）
★連続して２日〜３日まで。

活動初日
12:50

高校生～社会人　１名7/23～8/31 ※火水土日祝及び
8/13～17を除く
13：00〜17：30
★連続して3日～5日まで（応相談）

児童発達支援
　わいわいくらぶ
　　　　　　 （秋川2－7－15）

可愛い子どもたちと一緒に夏の遊びを楽しみましょう！ 活動初日
8:50

高校生～社会人　１名7/24～8/31　※月土日祝及び
8/13～17を除く
９：00〜13：00
★連続して3日～4日まで（応相談）

活動初日
9:50
昼食代330円

大学生～社会人　１名7/23～8/31
※土日祝及び8/17、20を除く　
10：00〜15：00
★期間中１日〜制限なし

活動初日
9:45

中学生～社会人　２名7/23～8/31　※土日祝及び8/8、
10、22を除く
10：00〜16：00
★期間中１日〜制限なし

活動初日
10:15

高校生～社会人　２名7/23～8/31　※土日祝及び8/13
～17を除く
10：30〜15：00
★期間中１日〜制限なし

実施しない小学５年生～大学生
　　　　　　　　１名

7/23～8/31 ※土日祝及び8/8～
10を除く　10：00〜15：00
★１週間単位（原則月〜金）～制
限なし

活動初日
9:30

大学生～社会人　１名7/23～8/31 ※土日祝及び8/1～
17を除く　９：30〜15：00
★期間中１日〜制限なし

実施しない
昼食代310円

小学５年生～社会人
　　　　　　　　２名

7/23～8/31　※土日祝を除く
10:00〜15:00（小学生は11:30まで）
★期間中１日〜制限なし

活動初日
10:00

小学１年生～社会人
　　　　　　　　２名

7/23～8/30　※土日祝及び7/27、
8/15、20を除く　10:00〜16:00
★期間中１日〜制限なし

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
立場や意見を受け入れられる方、子ども達の成長に興味のある
方、お待ちしております。

52

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）

50

54

屋城保育園
　　　　　　（二宮東1－12－9）

子どもたちのお世話をしたり、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いただく予
定です。

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。

53

あきる野市社協 （３）平成30年６月1日第142号

みどりの園
　　　　　　 （秋留2－8－15）

子どもたちと遊んだり、保育士のお手伝いをしたりして1日を
過ごします。子どもが好きで、保育のお仕事に興味のある方、
お待ちしています。

五日市わかば保育園
　　　　　　　　　（五日市98）

０歳～６歳までの子ども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。

光明第六保育園
　　　　　　　　　　（留原50）

自然に恵まれた光明第六保育園でかわいい子どもたちと一緒に
過ごしてみませんか。保育園での体験が素敵な夏の思い出にな
るはずです。お待ちしています。

ウッディキッズ
　　　　　　 （秋川6－18－8）

31名定員の小さな保育所です。食べたり、寝たり、遊んだ
り、生活することで大人も子どもも育ち合います。子どもたち
と一緒に過ごしていただける方、お気軽にどうぞ。



申込締切

6/15(金)
消印有効

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日程費用等
番
号

区
分

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

団

体

等

切手整理　すずめの会

　　　（秋川ふれあいセンター）

71

使用済み切手は大切な資源です。楽しく話をしながら作業して
いて、時により珍しい切手にも出逢えます。年齢関係なくどな
たにも出来ますので、ご参加をお待ちしております。

73

74

75

76

77

78

あきる野市中央図書館

　　　　　　（秋川１－16－２）

今年のメニューは、ピザです。夏休みに親子で楽しく一緒に作
って食べましょう！お父さんの参加も大歓迎です！！トッピン
グをかえて、お家でも作ってみてください。

72

医

療

関

係

手話サークル　虹

　　　（秋川ふれあいセンター）

66

指定通所リハビリテーション
　あきる台病院
　　　　　　（秋川６－５－１）

理学療法士などが行うリハビリの見学やレクリエーションなど
の業務の手伝いを通し高齢者と触れ合います。リハビリや介護
の仕事に興味のある方をお待ちしています。

67

指定通所リハビリテーション
　あきる台クリニック
　　　　　　（秋川５－１－８）

作業療法士などが行うリハビリの見学やレクリエーションなど
の業務の手伝いを通し高齢者と触れ合います。リハビリや看護
師、介護の仕事に興味のある方をお待ちしています。

68

初めての人でも「自分の名前」や「挨拶」を、楽しく学ぶこと
ができます。簡単なゲームや手話の歌も楽しみましょう。

点字サークル　「まど」

　　　（秋川ふれあいセンター）

点字を見て、触って、自分で打つ体験講座です。是非この機会
に体験してみませんか。

70

69

65

公立阿伎留医療センター
　　　　　　　 （引田78－１）

病院ボランティアに興味をお持ちの方でお世話好きで優しい方
をお待ちしております。患者さんの身の回りのお世話やシーツ
交換などをお手伝いしていただきます。

次号あいネットあきる野は、７月15日発行予定です

網代ホーム　きずな
　　　　　　　　　（網代250）

当施設で生活している児童（小学生）を対象に、遊び、学習支
援等を通して、子どもとの交流を体験してもらいます。

はればれ竹クラブ（五日市）

　　（五日市地域交流センター）

はればれ竹クラブ（秋川）

　　　（秋川ふれあいセンター）

小刀などを使って竹細工を造ってみませんか。スタッフが手伝
いながら物造りの楽しさを味わえます。ウグイス笛、ぶんぶん
ぜみ、竹とんぼ等造ります。

あきる野市赤十字奉仕団

　　　（秋川ふれあいセンター）

貸出から帰ってきた本を返却して本棚に戻したり、本棚の整頓
をしてみませんか？図書館の仕事に興味のある方の参加をお待
ちしています。

五日市手話サークル「クローバー」

（五日市ファインプラザ第一研修室）

「手話で話そう。楽しく歌おう、ゲームも楽しもう」

地域活動栄養士会　のらぼうず

　　　（秋川ふれあいセンター）

赤十字の活動を一緒に体験しませんか。災害時（電気等が止ま
った時）ポリ袋でご飯を炊きます。また、テント張りや新聞紙
でスリッパ等を作ります。ご家族やお友達を誘って来てくださ
い。

あきる野市五日市図書館

　　　　　　　　（五日市368）

本の返却処理や本棚の整理はもちろん、おはなし会や工作会の
ある日はちびっ子たちと触れ合う事もできます。本好きの人、
子ども好きの人お待ちしています。

あきる野市東部図書館エル

　　　　　　（野辺39－27）

五日市図書館で本の貸出や返却、本棚の整頓などを体験しても
らいます。本の好きな人、人と接する仕事がしたい人、図書館
の仕事に興味のある人の参加をお待ちしています。

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）

楽しくバルーンアートを学びませんか？午前はバルーンアート
の作り方を学び、 午後はフェイスペイントをして近隣の施設
へ行き、高齢者や子ども達とバルーンを通して触れ合います。

児

　

童

　

関

　

係

よつぎっ子えん　東
　　　　　　　（野辺462－17）

0歳から2歳までの小さいお友達と関わってみたい方。保育園
がどんなところか知りたい方。ボランティアにチャレンジして
みませんか。やる気のある方お待ちしています。

64

五日市保育園
　　　　　　　　（五日市345）

よつぎ第一保育園

　　　　　　　（雨間1067－6）

ちいさい子どもたちは、おにいさん、おねえさんが大好きで
す。子どもたちと楽しく遊んでくれる人、保育士の仕事を知り
たい人など、お待ちしています！

61

子ども達と一緒に遊んだり世話をしたり保育士の手伝いをして
頂きます。保育園に興味があって、すすんでお仕事をしてくれ
るみなさん、お待ちしています。

59

58

63

小学４年生～社会人
　　　　　　　　４名

7/23～8/31 ※土日祝を除く
９：00〜14：00
（小学生は12：00まで）
★連続して２日〜５日まで

活動初日
8:50

小学６年生～社会人
　　　　　　　　３名

7/23～8/31　※土日祝を除く
９：00〜17：00
★期間中１日〜制限なし

7/21（土）
10:30～11:00

小学６年生～社会人
　　　　　　　　２名

7/23～8/24　※土日祝を除く
９：30〜16：00
★１週間単位（月〜金）

園へ連絡

小学６年生～社会人
　　　　　　　　２名

7/30～8/17　※土日祝を除く
９：30〜16：00
★１週間単位（月〜金）〜制限なし

7/26（木）
16:30～17:00
昼食代345円

小学４～６年生　１名
中学生～社会人　１名

7/30～8/24　※土日祝を除く
９：30〜16：00
★１週間単位（月〜金）

7/26（木）
14:00～14:30
昼食代345円

大学生　２名7/23～8/31　※土日祝を除く
９：00〜18：00（応相談）
★期間中１日〜制限なし

電話にて

中学生～社会人　５名8/1～31　※土日祝を除く
９：00〜16：00
★連続して３日〜制限なし

7/17（火）
15:00～16:00

小学１年生～社会人
　　　　　　　　20名

7/26（木）のみ
10：00〜12：00

実施しない

小学１年生～社会人
　　　　　　　　20名

7/23（月）、24（火）
10：00〜12：00
★連続２日間

実施しない

小学1～6年生　親子
　　　　　　　　18組

8/4（土）のみ
10：30〜13：30

実施しない
材料費
1人400円

小学１年生～社会人
　　　　　　　　20名

8/21（火）のみ
10：00〜12：00

実施しない

声のボランティア「エコー」

　　　（秋川ふれあいセンター）

広報あきる野の内容をＣＤに録音し、視覚に障害がある方へ声
をお届けしています。読み方や録音を一緒に体験してみません
か？

中学生～社会人　５名8/7（火）、8（水）
13：30〜15：30
★連続２日間

実施しない

ガールスカウト

日本連盟東京都支部第１９３団

　　　　（中央公民館前の広場）

ガールスカウトは、奉仕活動や野外活動をしています。今回
は、この活動をいっしょに体験してみませんか。ロープワー
ク、クラフトいっしょに楽しみましょう。

小学1～6年生　10名7/22（日）のみ
10：00〜12：00
※女性のみ

実施しない

市内在住の
高校生～大学生　１名

7/20（金）
17:00～18:00

市内在住の
高校生～大学生　２名

7/23～8/26　※金曜及び8/21を
除く　10：00〜17：00　★期間
中１日〜制限なし（１コマ２時間）

7/24～8/31　※月土日祝を除く
10：00〜17：00
★期間中１日〜７日まで

市内在住の
高校生～大学生　１名

7/18（水）
18:30～19:30

7/24～8/31　※月曜及び8/11を
除く　10：00〜17：00
★期間中１日〜制限なし

小学１年生～社会人
　　　　　　　　20名
※小4未満は保護者
　同伴

活動初日
9:50

7/31（火）のみ
10：00〜14：00

小学５～６年生　10名
中学生～社会人　10名

活動初日
10:00

8/21（火）のみ
10：00〜15：00

7/18（水）
18:30～19:30

小学１年生～社会人
　　　　　　　各20名
※小４未満は保護者
　同伴

7/25（水）のみ
①10：00〜12：00
②13：00〜15：00

①9:50開始
②12:50開始
材料費300円

7/29（日）のみ
①10：00〜12：00
②13：00〜15：00

小学１年生～社会人
　　　　　　　　15名

8/15（水）のみ
10：00〜12：00

実施しない

中学生～社会人　１名7/23～8/31　※土日祝を除く
９：00〜16：30
★連続２日以上～制限なし。１日
のみも可

活動初日
8:50

中学生～社会人　２名7/23～8/31　※土日祝を除く
９：00〜16：30
★連続3日～制限なし
（活動初日は火曜又は木曜）

活動初日
8:50
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東秋留保育園
　　　　　　　　　（野辺1104）

子ども達のお世話をしたり一緒に遊んでいただきます。保育士
のお手伝いなどもしてもらう予定です。保育園で子ども達の笑
顔に触れてみたい方お待ちしています。

60

神明保育園
　　　　　　　　（瀬戸岡446）

こどもたちと一緒に遊んだり着替えのお手伝いをします。先生
のお手伝いや掃除もお願いします。得意なことがあったらこど
もたちに見せて下さい。
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7/18（水）又は
7/19（木）
16:30～17:00

小学１年生～社会人
　　　　　　　　２名

7/23～8/31 ※土日祝及び8/15
～17を除く　９：00〜12：30
★期間中１日～３日まで

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。

　受付初日（６/23(土)）に、

「草花保育園」と「誠和保育園」

に申し込みを希望される方は、

受付時間の事前抽選を行いま

す。事前抽選を希望される方

は、６/15(金）までに往復ハガ

キにて右記の内容をご記入のう

え、お申し込みください。

1 9 7 0 8 1 2
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