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                      新年おめでとうございます。 

                 昨年は大変お世話になりました。 

                  本年もどうぞ宜しくお願いいたします。 
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秋川流域ふれあい 
たくさんのご来場 

ありがとうございました。 リ ク マ ス ス 会 

平成 27 年 12 月 5 日（土） 秋川流域ふれあいクリスマス会２０１５を開催しました。 
 「秋川流域ふれあいクリスマス会２０１５」は、秋川流域（あきる野市・日の出町・檜原村）の社会
奉仕団体が中心となった実行委員会が実施する事業です。今年度は２４１名の障がい者の方の参加があ
り、家族や協力者等含めると５００名もの方が、秋川ふれあいセンターに足を運んでくださいました。 
 たくさんの協力のおかげで、楽しい演出や思い出ができました。参加者や協力者の皆さんの笑顔を見
ることができ、とても嬉しく思います。ご来場、ご協力ありがとうございました。 
 

準備かんばりました！ 協力ありがとうございます。 

ホールでのプログラムはもちろんバルーンアートや射的のゲームコーナーも盛り上がってました。 

そしてサンタさんが皆さんに会いにきてくれました♪ 

平成 27 年 12 月８日（火） ふれあい料理教室を開催しました。 
 参加者９名と講師をしてくださった社協登録団体「地域活動栄養士会のらぼうず」の４名で、楽し
く調理を行いました。社協が行う「ふれあい食事サービス」の調理を想定して５０食近くのお弁当を
作成しました。皆さんが作ったお弁当は職員が購入して、美味しくいただきました。参加者と講師で
試食もし、和気あいあいと料理にふれあうことができました。少しでもボランティアに興味を持って
いただけたら幸いです。 

を開催しました。 れ ふ い あ 料 理 教 室 

2015 



 
サンタクロースが、あなたのお家にプレゼントをお届けします！ 

おかげさまで 

今年度も大盛況！大成功！！ 

平成 27 年 12 月２４日(木)・25 日(金) サンタクロースボランティア事業を実施しました。 
 大人気事業が今年で４回目を終えました。この事業は、６０歳以上の男性がボランティアに参加する
きっかけづくりと、子どもたちに夢を与えることにより青少年育成の推進を図ることを目的とした事業
です。両日合わせて４０家族の募集でしたが、７０家族を越える応募がありました。サンタクロースボ
ランティア１２名が６チームに分かれて子どもたちにプレゼントを届けることができました。 

○サンタクロースボランティア事業をはじめ社協が行う事業は、皆様からご協力いただい

ている社協会員会費等で実施しております。ご理解、ご協力ありがとうございます。 

 

平成27年 12月２２日(火) 神明保育園にサンタクロースがやってきた！！ 
 クリスマスより一足早く、神明保育園のクリスマス会にサンタクロースがやってきました。サンタク
ロースから良い子にしていた園児の皆に、プレゼントをお届けしました。記念撮影もして、楽しいクリ
スマス会になったかな？ 

 



 
参加者募集！！ 

養成講座 も お
  

ゃ ち ド ク タ ― 

第２回 おもちゃドクター養成講座を開催します。 

 日 時 平成２８年２月２０日（土）、２７日（土）全２回 

     午前１０時～午後４時 

 場 所 秋川ふれあいセンター ２階会議室 

 指 導 おもちゃ病院あきる野 

 対 象 あきる野市在住、在勤、在学の方 

 定 員 ５名（申込み順） 

 参加費 １，０００円 
 持ち物 ペンチ、ニッパー、ドライバー、ナイフ等 

（申込時にお問い合わせください。お持ちでない物は貸し出します。） 
申込み ２月１日（月）より、電話にてお申し込みください。 

あきる野ボランティア・市民活動センター TEL ５９５－９０３３ 

傾聴ボランティア養成講座 終了者のための 

〝傾聴ボランティアフォローアップ講座″ 聴 傾 座 
 

講 

傾聴ボランティアフォローアップ講座を開催します。 
 日 時 平成２８年２月２日（火） 午後１時３０分～４時 

 場 所 秋川ふれあいセンター ２階会議室 

 指 導 NPO 法人 P.L.A 後庵正治 氏 

 対 象 P.L.A の傾聴講座を受講した方 

 参加費 １，０００円 
問合せ あきる野ボランティア・市民活動センター TEL ５９５－９０３３ 

本講座は、傾聴ボランティア養成講座を受講した方がス
テップアップするための講座となります。興味のある方
は、傾聴ボランティア養成講座を受講してください。 

あきる野ボランティア・市民活動センターでは、

ボランティア活動の啓発事業として、講座を開催

しています。興味のある講座やボランティア活動

がありましたら、お気軽にご連絡ください。また、

こんな講座があったらいいな～、こんなボランテ

ィアがあったらやってみたいな～などのご意見・

ご要望がありましたら、お聞かせください。 

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 

 TEL 042-595-9033 

 FAX 042-559-3561 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊＊＊ 「竹」を通じた協働の精神で、人と人との心のふれあい ＊＊＊ 

【問合せ】 

はればれ竹クラブ 代表 竹田秀徳 ☎080-1041-4634 

ホームページ http://harebaretakekurabu.r-cms.jp/ 

社協登録 ボランティア・市民活動団体 

「はればれ竹クラブ」 

はればれ竹クラブの主旨・目的 

 会員同士で「竹」を通じた協働の精神で、人と人との心のふれあいを広め、体験教室等において 

子供達がそして大人たちが竹に興味を持ち制作し、作品ができた時の喜びを感じていただく。 

活動内容 

１．各自の知識、技量を磨き会員間での交流 

２．体験教室、イベントへの積極的な参加、協力 

３．定例会（月 1 回）において随時活動内容を詳細に決めていく 

４．会員相互において常に和と親睦を保つために研修旅行を実施 

会費 

年会費 ３，０００円 

（工房費、光熱費、印刷費、

通信費、材料費、諸謝金等） 

拠点 -あきる野市乙津にある竹工房「竹燈」- 

活動実績 

ワークショップの実施、工具使用方法の研修会、 

竹細工体験教室（保育園、小学校、地域イベント、作品展など）、 

竹の知識及び加工方法の講習会、他団体との交流、他 

代表からのコメント 
竹は物造りの素材として手に

入りやすく、子供達の工芸品創

作に身近な素材です。私たちは、

子供達の生きる力や相手を思い

やる優しさを、竹の物造り体験

を通じて育てていきたいと思っ

ています。 

 団体への加入は随時行ってお

り、工房の見学なども事前にご

連絡いただければ対応します。 

 

 誰でも、いつでも始められる

活動ですので、お気軽にご連絡

下さい。また、ホームページを

作成していますので、ご覧くだ

さい。 

員 会 集 
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ボランティア 

募  集 
社協登録 IT ボラ 

パソコンが得意な方、ご協力ください。 

特技を活かして市民活動の活性化を！！ 

ボランティア・市民活動団体などのホームペー

ジやブログの作成・更新が出来る方を募集して

います。 

活動は、依頼団体との都合で無理なく活動して

ください。 

◆問合せ先 

 あきる野ボランティア・市民活動センター 

 TEL 595-9033  担当 森谷 

  

ボランティア 

募  集 
社協登録 イベンター 

社協や各種団体などが開催するイベントや行

事に、協力してくれるボランティアスタッフを募

集しています。 

活動方法は簡単！ 

①社協窓口にてボランティア登録をする。 

②イベントや行事がある際に、社協からご連絡 

  させていただきます。 

③事前又は当日打ち合わせを行う。 

④当日ボランティア活動をする。 

学生でもできる単発ボランティアです。空いた時

間にボランティア活動で地域貢献しませんか？ 

◆問合せ先 

 あきる野ボランティア・市民活動センター 

 TEL 595-9033  担当 森谷 

助成金事業 

朗読ボランティアサークル 

「えくぼ」主催！ 
≪研究発表会開催≫ 

視覚障がい者のために、市や社協の広報を音

訳するボランティアグループ「えくぼ」が、ボ

ランティア・市民活動団体助成金事業で前年 

１２月から２月にかけて音訳ステップアップ講

習会を実施します。その内容を研究会で発表、

また、発行物の展示を行います。是非足を運ん

でみてください。 

◆日 時 平成２８年３月１２日(土) 

    午後２時～３時４０分 

◆場 所 五日市交流センター 

     ２階第 4・5・6 会議室 

◆定 員 ７０名 

◆申込み ご来場いただける方は下記まで 

 問合せ ご連絡ください。 

     朗読ボランティアサークル 

     「えくぼ」 

     代表 中曽根 TEL 596-2674 

※会員も募集しています。興味・関心のある方、

一緒に活動してみませんか。 

ボランティア 

募  集 
特別養護老人ホーム 
     コスモホーム 

①レクリエーション支援 
折り紙、紙細工、ぬり絵、スケッチ、お手玉、

編み物、ゲーム、朗読、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の事を教えていた

だける方。 

②シーツ交換 
毎週水曜日・土曜日 

※ご希望の時間帯は、ご相談ください。 

◆問合せ先 

社会福祉法人 松風会 

特別養護老人ホーム コスモホーム 

〒197-0801 あきる野市菅生 1159 

TEL 558-7010 FAX 558-5228 

担当 峯尾 

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

情報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。 

 

ラ ボ
  

報 情 

福祉施設や地域でのボランティア募集やイベ

ントのお知らせ、ボランティア活動団体の会

員募集など、掲載依頼もお待ちしています。 

お気軽にご連絡ください。 



 
  

式典 あきる野市社会福祉協議会 設立２０年記念式典のお知らせ 

あきる野市社会福祉協議会は、市民の皆様や関係各所の皆様のご理解・ご協力を賜り、本年で設

立２０年を迎えました。心より感謝申し上げます。つきましては、記念式典を開催いたしますので、

ご参加いただければと思います。 

◆日 時 １月２３日(土) 午後１時３０分～４時（開場 午後１時） 

◆場 所 秋川キララホール 

◆定 員 ２００名（参加無料）※当日会場に直接お越しください。 

◆プログラム ①功労者表彰 

     ②記念講演「障がいのある人もない人も暮らしやすい地域とは」 

      講師 野澤和弘 氏（毎日新聞論説委員） 

     ③記念演奏 キララバンド「坂本九メドレー他」 

◆問合せ 総務係 TEL 559-6711 

イベント 第２回 ユニバーサルスポーツ祭 ボランティアスタッフ募集のお知らせ 

当日運営のスタッフとして、参加者のお世話、競技進行のサポートなど、お手伝いをしていただ

きます。 

◆日  時 ３月１３日(日) 午前９時３０分～午後１時 ※荒天中止 

             （午前８時３０分集合、午後２時解散 予定） 

◆場  所 秋留台公園 陸上競技場（あきる野市二宮 673-1） 

◆申込・問合せ 秋留台公園サービスセンター TEL 559-6910 

※当日お弁当が出ます。また、２月下旬に一度打合せを行います。（詳細は別途連絡あり） 

ユニバーサルスポーツ祭 とは？ 

都立秋留台公園が、「スポーツによる元気づくり」推進を目標に開催するイベントで、障がいの

ある方とない方がタスキをつなぐユニバーサルマラソンや、誰もが楽しめる大玉ころがしなど、

様々なプログラムを用意します。 

社協事業 第３９回あきる野市民チャリティゴルフ大会参加者募集 

参加費の一部をチャリティとして社協が実施する高齢者や障がい者への福祉サービスで使用す

る物品等を寄付することを目的に、誰でも楽しめるゴルフ大会を開催します。 

◆日 程 ４月２２日(金) 

◆場 所 五日市カントリー倶楽部 

◆定 員 合計２２４名（申込順）キャディ付３６組１４４名、セルフ２０組８０名 

◆対 象 チャリティゴルフの趣旨に賛同いただける方 

◆競技費 キャディ付１１，４２８円、セルフ８，９２８円 

     ※昼食含む。ただしロッカー代、参加費（３，０００円）、消費税、利用税は別途 

◆申込方法 申込書に参加費を添えて実行委員会事務局へお申込みください。 

     申込書は、社協窓口又は市役所などの公共施設に設置しており、ホームページからも 

     ダウンロードできます。 

◆主 催 あきる野市民チャリティゴルフ大会実行委員会 

◆申込み・問合せ 事務局 社協秋川事務所 TEL 595-9033 

     五日市事務所 TEL 595-0818 

行事やイベント等の情報をお知らせいたしま

す。興味のある方はご参加ください。 ベ イ
  

ト ン 報 情 



 

 

 
 

  

 

 

 

日時（毎月第２水曜日） 毎回 午前１０時から正午まで 

   ●２月１０日（水） ●３月９日（水） 

場所 秋川ふれあいセンター ２階 寿の間（和室５６畳） 

   ※秋川ふれあいセンターには、駐車場、キッズスペース、おむつ交換台、 

    自動販売機、喫茶コーナーなどもあります。 

子育て 

 応援サロン                 開催日のお知らせ フ ア 

〒197-0812 

あきる野市平沢 175-4 
（秋川ふれあいセンター内) 

T EL 042-595-9033 

FAX 042-559-356１ 
MAIL volunteer-c 

@akiruno-shakyo.or.jp 

ン フ ア ン 

子育て応援サロン ファンファン 
 おしゃべりや交流を通じてつながりが生まれ、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）が話を聞いたり子どもと遊んだりして子育てを応援します。 
 参加費無料で自由参加となっていますので、お気軽に遊びに来てください。また、ボランティアスタ
ッフも募集していますので、興味がありましたらご連絡ください。 

ふれあい広場 

キッズスペース 
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