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社協会員にご加入いただき、ありがとうございました。 

社協会員会費や福祉バザーの収益金によって、福祉のまちづくりを目指す 

社協の福祉事業を実施しています。 

◆福祉バザー
開催!! 

◆子育て応援
ボラ養成講座 
◆サンタボラ 

◆夏ボラ報告 
◆ボラ情報 

◆「傾聴」 
講演会開催！ 
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第第第２２２０００回回回   

福祉バザーは、物品提供

者とスタッフを合わせ

て、多くの市民の参加と

協力により成り立ってい

ます。 

収益金は地域福祉活動

のために、社協の各種事

業に活用します。 

福祉バザーで買い物す

るだけで地域貢献♪手

作り品や日用品・雑貨等

（新品・未使用品）の販売

があり、模擬店も出店し

ます。ぜひ会場に遊びに

来てください(^^)お待ち

しています！ 

五日市会場 

１０月１８日(日) 

10:00～15:00 
(売切れ次第終了) 
＠五日市会館 

秋川会場 

１０月２５日(日) 

10:00～15:00 
(売切れ次第終了) 

＠秋川ふれあい 

センター 

12：00～（３０分程度）、

４人組グループ「ベガ」

による生演奏がありま

す。お楽しみに～♪ 

 



 

５／１５より 

電話にて受付 

育て応援ボランティア養成講座 子 

日 時 平成２７年１０月５日(月) 

    １０：００～正午 
場 所 秋川ふれあいセンター ２階会議室 

講 師 ＮＰＯ法人子育てネットワーク ピッコロ 

      小俣 みどり 氏 

参 加 費 無料 

申込み方法 ９／１５より電話にて受付 

申込み・問合せ あきる野ボランティア・市民活動センター 

子育て応援サロンってなに？ 

 地域の支え合いによる福祉のまちづくりの一つとし

て、社協では子育て応援サロン『ファンファン』を開

催しています。当サロンでは、子育て中の親（祖父母、

妊婦を含む）が、地域で孤立したり、家に閉じこもり

にならないよう、地域のボランティアと協力して、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としています。 

子育て応援サロンで何するの？ 

 おしゃべりや交流を通じて、ゆっくりと楽しい時間

が過ごせるよう、スタッフ（地域のボランティア）が

話しを聞いたり子どもと遊んだりして子育てを応援

します。子育て応援サロン『ファンファン』では、プ

ログラムの無い（自由な）サロン、地域のボランティ

アが活動するサロン、参加者と一緒につくりあげるサ

ロンを特徴として、活動しています。 

クリスマスに子どもの憧れのサンタさんになって、夢と希望を届けませんか？ 

市内在住の子どもに各家庭で用意したプレゼントを渡す活動に協力していただける男性の

ボランティアを募集しています。 

ンタクロースボランティア サ 
定年を迎えた団塊世代が、子どもに夢と希望を届ける♪ 

日 時 平成２７年１２月２４日(木)・２５日（金） 

   17：00～20：00 頃 
応募資格 ①６０歳以上の男性で、なるべく２日間参加できる方 

（年齢・活動日は応相談） 

②車の運転が可能な方（活動は社協の車両を使用） 

  説 明 会   

日 時 １０月２７日(火) 14：00～15：00 まで 

会 場 秋川ふれあいセンター ボランティアルーム 

 問合せ・申込み  電話にて受付 

あきる野ボランティア・市民活動センター  

 

 



 2015夏！体験ボランティア報告 

期 間 7 月 18 日(土)～8 月 31 日(月) 

参加者数 ４３５名（延べ ６００名） 

 2015 夏！体験ボランティア(通称 夏ボラ）

は、夏休みを利用して、ボランティア活動を

体験する機会として実施しています。 

 今年は 80 の活動メニューに小学生から社

会人まで、幅広い年代の方々に参加していた

だき、様々な体験・経験ができたと思います。

皆さんの熱心な表情や笑顔がとても印象的で

した。たくさんのご協力・ご参加、ありがと

うございました。 

活動の様子 
        を紹介します 

        

高齢者 

関係 

児童 

関係 

夏ボラ 
特集!! 

 

 
 
おばあちゃんたちがお話をしてくれて 

嬉しかったです。また行きたいな。小１♀ 

 

 

 

おばあちゃんやおじいちゃんに 

「お元気で」と言ったらとても 

喜んでくれたので、嬉しかったです。 

小４♀ 

 
保育園のちいさなおともだちがかわい 

かったです。プールに入ってたのしか 

ったです。小１♀ 

 

保育士になりたくて夏ボラをやりました。一

つ一つがやったことがない体験でした。問題

をすばやく解決させている先生をみて、目標

ができました。これからも自分の夢に少しで

も近づけるように夏ボラに参加していきた

いです。中１♀ 



 障がい 

関係 

医療 

関係等 

ボラ団体 

関係 

 
看護師になるという目標のために 

夏ボラで病院へ参加されていました。 

昨年も参加し、慣れた様子で一生懸命 

ボランティアに取り組んでいました。社協より 

 

 

笑顔でボランティアをやっている姿が 

印象的でした。来館されたお客様にも 

積極的に声を掛け、前向きに取り組んで 

いました。社協より 

 
 
夏ボラを通して、将来のために良い経験が 

できたなと思いました。一緒に参加した方や、 

ボランティア団体の方とお話をさせていただ 

いて、自分の将来にしっかり向き合うことが 

できたので良かったです。高３♀ 

 

夏ボラを通じて障がいを持った子どもとの

接し方について勉強することができました。

将来障がいを持っている人たちの介護の仕

事に就けたらいいと思いました。高３♂ 

 
竹くらぶでウグイス笛を作りました。 

笛の長さを切るのと、平らになるまで 

けずるのが大変でした。来年はもっと 

難しいのに挑戦してみたいです。小４♀ 

 

 

手話に対する大切さや難しさ、今後の手話の

あり方など、たいへん貴重で有意義な時間を

過ごせました。社会人♂ 

 



 
募集！ ボランティア・イベント情報 

学 園 祭 

案  内 

社会福祉法人あすはの会 

福 生 学 園 

   第２１回福生学園・福生あらたま寮 

開設記念学園祭  
 

～テーマ～ あしたへジャンプ 
 

【日時】平成２７年１０月１７日（土） 

    １０：００～１４：３０ 小雨決行 

【場所】福生市熊川１６００－２ 

      JR 拝島駅より徒歩１０分 

【内容】舞台発表、作品展示、喫茶コーナー、模擬店 

    地域出演団体 他 
 

※普段私たちが行っている活動や音楽を沢山盛り込

んだ様々な催し物を企画しています。地域の皆様、

ぜひ遊びにおいでください。当日は、ボランティア

さんも募集しております。（担当 伊藤、土屋） 
 

◆問合せ先 

 福生市熊川１６００－２ 

 社会福祉法人あすはの会 福生学園 

 TEL ５３０－６９３６ 

FAX ５３０－６９６２ 

 

市内の福祉施設やボランティア団体、地域からのボランティア募集やイベント等の情報を掲載しています。

活動に興味がある方、参加してみたい方、ぜひ一度ご連絡ください。また、掲載依頼等もお待ちしています。 

 

ボランティア 

募集 

特別養護老人ホーム 

コスモホーム 
 

【レクリエーション支援ボランティア】 
折り紙、紙細工、ぬり絵、スケッチ、お手玉、 

編み物、ゲーム、朗読（本・新聞等）、楽器演奏、

生け花やアレンジメントフラワーを教えてくださ

る方。 

その他、ご趣味やお得意な事を教えてくださる方。 

※活動の曜日、時間帯についてはご相談ください。 

    
 

【シーツ交換ボランティア】 
毎週 水曜日・土曜日 

※活動の時間帯についてはご相談ください。 

 

◆問合せ先 

 あきる野市菅生１１５９番地 

 社会福祉法人 松楓会         

特別養護老人ホーム コスモホーム 

TEL ５５８－７０１０ 

FAX ５５８－５２２８ 担当 峯尾 

 

問合せ ◆ 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 

TEL 042-595-9033 FAX 042-559-3561 

ボランティア 

募集 
ふれあい食事サービス 

 

市内の高齢者や障がいをお持ちの方を対象に、週に

1 度ボランティアの協力により、お弁当を調理しお

届けするサービスです。 
 

【調理ボランティア】 
 毎週 水曜日・木曜日 ８：３０～１１：００頃 
 

【配食ボランテイア】 

 毎週 水曜日・木曜日 １１：００～正午頃 

 ※五日市方面に届けて下さる方も募集しています。 
 

◆問合せ先 

 あきる野市社協 

TEL ５９５－９０３３ 担当 斎藤、近藤(秀)  

 

会 員 

募 集 
あきる野市日本語サークル 

～日本語 勉強しよう！～ 
日本語だけでなく 

生活に慣れるアシストもします！ 
 

【活動時間】毎週金曜日 19：30～21：00 

【活動場所】秋川ふれあいセンター２Ｆ 

                      ボランティアルーム 

【会    費】３００円（1 ヵ月） 
 

※日本語教育ボランティア活動にご協力いただける

方もお電話ください。      

  

◆問合せ先 

 あきる野市日本語サークル 

 代表 前田   TEL ５５９－１３３８ 

                 

 

 



 

 

有償スタッフ 

募集 
有償家事援助サービス協力員 

 

 社協では、誰もが安心して暮らせる地域社会を目指

し、地域に住む皆様に協力員として登録していただ

き、人々の助け合いの心によって有償家事援助サービ

スを実施しています。週１回数時間でも構いません。 

 

【活動内容】掃除、洗濯、食事作り、買い物 

       外出の付添いなど 
 

【時 間】 平日９：００から１７：００ 

までの間で、ご都合の良い時間 
 

【要 件】 満１８歳以上の方 
 

【謝 礼】 １時間 ７００円 
 

◆問合せ 
 社協ケアセンター 有償家事援助サービス 

TEL ５５９－６５７４  担当 本間、榊原 

  

     

 

 

ボランティア 

募集 

秋川ふれあいセンター 

活性化ボランティア 
 

～秋川ふれあいセンターを 
花やみどりで 

明るく素敵なセンターに 
してください～ 

 

グリーン（園芸）ボランティア 
 

【活動内容】 
花壇の整備や花植え、低木の管理、種まき、雑草取   

り等 
 

【活動日】  月に１～2 回程度 

 

【活動場所】 秋川ふれあいセンター敷地内 
 

◆問合せ先・申込み 

 社協 総務係 TEL ５５０－３３１１ 

 
ボランティア 

募集 あきる野市社会福祉協議会 子育て応援サロン『ファンファン』 
 

当サロンでは、子育て中の親（祖父母、妊婦を含む）が、地域で孤立したり、家に閉じこもりにならないよう、

地域のボランティアと協力して、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

することを目的としています。 

 

【活動場所】 秋川ふれあいセンター２階 寿の間（和室５６畳） 
 

【活動日】  毎月第２水曜日 １０：００～正午 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

１.母親（父親、祖父母含む）とのおしゃべり 

 ２．子どもの遊び相手 

  ３．企画運営、準備、片づけなど 

◆問合せ TEL ５９５－９０３３ 担当 近藤（秀） 

主な活動内容 

ボランティア・イベント情報 募集！ 
 



 

 

 

「傾聴」をご存知ですか？ 

傾聴は、話す人に寄り添い、共感し、心を込めてお話をお聴きする事で、お話された

方が心穏やかに過ごせるようお手伝いをする事です。傾聴の活動を行っている「とも

しび」が、社協登録ボランティア・市民活動団体の助成金を得て、講演会を実施いた

します。詳細は下記のとおりですので、是非ご参加ください！ 
 

 

 

傾聴ボランティアの会「ともしび」 

「傾聴」話す人の気持ちに心を傾けて 

日 時  平成２７年１１月１７日（火） 

午後１時３０分～４時 
場 所  ルピア産業情報研修室（あきる野ルピア３F） 

講 師  NPO 法人 P.L.A 理事長 後庵正治 氏 

参加費  無料 

定 員  ４５名（申込み順） 

申込み先  傾聴ボランティアの会「ともしび」 毛利まで 

０９０－２５６４－０８７３（２０時以降） 

FAX ０４２－５５９－１７９０ 

 

講演会 

★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 595-9033 

FAX 559-3561 
 

あきる野ボランティア・市民活動センター ★地図★ 

ボランティア活動に興味がある方

やイベントや講習会に参加してみ

たい方、お気軽にご連絡ください。

また、市内の福祉施設やボランテ

ィア団体、地域からのボランティ

ア募集やイベント情報等の掲載依

頼もお待ちしています。 
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