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～アサガオ こころのリレー～
 
 

2020 年入学の小学校 1 年生が春から夏にかけて一生懸命育てたアサガオから採取した種を、小学校からおす

そ分けしていただきました。ご協力いただいた小学校・児童・保護者の皆様ありがとうございました。 

コロナ禍により楽しみにしていた学校行事や地域行事が例年通り実施できないなか、アサガオを通して思い出

を作っていきましょう。来年、皆さんが育てたアサガオを市内でたくさん咲かせます。こころのリレーを繋いで、

皆さんの笑顔が増えますように。 

 
わたしたちが育てたアサガオが、 

来年たくさんキレイに咲きますように。 



サンタクロースボランティア事業                            
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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・障がい者がいるご家庭に、男性ボランティアが 
サンタクロースになり、各家庭で用意したプレゼントをお渡しします。 

 

①18：00～19：00 ②19：00～20：00（1家庭 10分程度） 

 
 

 
事業概要 

 

 

 

 

■対象家庭 満 1歳～小学生のお子様がいる家庭           

      または、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） 

■応募方法 11月 16日（月）から募集定員に達するまで 

9：00～17：15電話にて受付 

■感染症対策のための注意事項 

・密を防ぐために、なるべく家族だけでの利用をお願いします。 

 親族や友人とのクリスマスパーティでの利用はお控えください。 

・プレゼントのお渡し、記念撮影は玄関でお願いします。 

・前日または当日、体調不良の方がいる場合は、必ずご連絡ください。 ■申込み・問合せ 

・サンタクロースは髭の下にマスクを着用しています。         あきる野ボランティア・市民活動センター  

 ☎595-9033 
 

①各家庭で
プレゼントを
用意する。

②当日、サンタクロ
ースが訪問する直前
に指定の場所にプレ
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。



【家ボラ】簡易ビニールエプロンを作って応援しよう                            
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コロナと戦う医療・福祉従事者応援隊 

「コロナ禍で大変な中、何か支援できないかな」など、何かしたいけど何をしたらいいか悩んでいる方、

一緒に従事者を応援しませんか？コロナ禍だからこそのボランティア活動です。 

 3密を避けた「自宅でできるボランティア活動 ＝ 家ボラ」です。 

 指定サイズのビニール袋とはさみ、定規、油性ペンがあれば、簡単に参加できます。作り方は、動画を

ご覧いただくか、あきる野ボラセン HP掲載のチラシをご覧ください。ご不明点等ございましたら、あき

る野ボラセンへご連絡ください。 
 

材料 

■ビニール袋（乳白色または白色が望ましい）大きさ 70L～90L / 厚さ 0.03mm程度 

■はさみ  ■定規（あれば 50ｃｍ）  ■油性ペン 

作業にあたっての注意事項 

作業前 ①医療・福祉従事者が使用するため、作業前に必ず作業場所や手指消毒をしてください。 
    ②3密を避けるため、できるだけ自宅で作業を行ってください。 
    ③ビニール袋が入っていた袋に、完成品を同じ枚数入れますので、ビニール袋を取り出す際にも

ご注意ください。（袋の上をはさみで切り、すべて完成するまで保管しておいてください。） 

作業時 ①ビニール袋は片面ずつ切ります。2枚一緒に切らないでください。 
    ②ビニール袋を広げた時に、袋の口の部分が作成者側に向くように置きます。また、中央の折り

目の表面が谷折り面になるよう広げると、最後上手に畳めます。 
③切る部分に線を引くと、キレイに切れます。 

作業後 ①完成した簡易ビニールエプロンは、元のとおりに畳んで、ビニール袋が入っていた袋に同じ間
数入れてください。枚数が違う場合は見えるところに枚数を記載してください。 

完成したら、社協事務所までお持ちください。 

▼秋川事務所（秋川ふれあいセンター内：平沢 175-4）☎595-9033 

▼五日市事務所（市役所五日市出張所内：五日市 411）☎595-0818 

簡易ビニールエプロンの作り方 

①ビニール袋の輪側（横）
の外側から 5cm位の幅
で切る。左右同様 

②両脇を切り、紐状にす
る。切ったら裏返す。 

③袋の口（手前）から
50cmあたりの中央部分
に 30cm位の切り込みを
入れる。 

④③でカットした部分の
中央に、7cm の切り込み
を入れる。 

 

 

ビニールエプロンの作成方法（動画） 
https://youtu.be/LUmPUfhjQY0 
作成 東京都青年学生赤十字奉仕団協議会 

表 

ギリギリまで切る 

表 裏 

50cm 

30cm 

裏 

7cm 

完成 



できることからやってみよう。 
 

 
 
 

３                                                                               ４ 

コロナ禍でもできる！ボランティア活動の紹介 
問合せ 市民活動推進係 
    あきる野ボランティア・市民活動センター ☎595-9033 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■心あたたまるお弁当のお届け 

【 ふれあい食事サービス事業 】 
ボランティアが調理した手作りのお弁当を 

利用者さんへお届けします。 

活動日：毎週水曜または木曜 

活動時間：11時～正午ごろ 

※五日市方面も募集しています。 

■感染対策用ビニールエプロン作成支援 

【 医療・福祉従事者応援隊 】 

医療や福祉の現場にて使用する感染対策用の簡易ビニール

エプロンを作成して、従事者を応援しよう。 

詳細は 2ページをご覧ください。 

■ベルマーク集め 

ベルマークを集めて、社協事務所へ 

お持ちください。 

集まったベルマークはボランティア団体が整理し、

希望する学校へ届け、学校で活用されます。 

■使用済み切手集め 

郵便物などについている使用済み切手を集めて、 

社協事務所へお持ちください。 

集まった切手はボランティア団体が整理し、業者を

通して社協へ寄付されます。 

※切手の回りを 1ｃｍ程残して切ってください。 

■笑顔の写真 deボランティア 
【 Smile Photo Project 】 

笑顔の写真を募集しています。 
▶ volunteer-c@akiruno-shakyo.or.jp 
上記メールアドレスに氏名、連絡先、住所を明記し、 

写真を添付してお送りください。 
皆さんの笑顔で、見た人に笑顔と元気を届けます。 

提供いただいた写真はふれあいセンターをはじめ、

ホームページ等に掲載いたします。 

詳しくは HPをご覧ください。 

■折り紙 deボランティア 
【 Smile Flower Project 】 

来年 3月頃にアサガオの種を配ります。 

配布に向けて、折り紙（15cm×15cm）で 

アサガオを折ります。 

完成品は社協事務所へお持ちください。 

折り方は各自 

検索してみてください。 

■子どもと遊ぼう 

【 子育て応援サロン「ファンファン」 】 

ファンファンに遊びにくる子ども達と遊んだり、 

お母さんたちとお話をしたりして過ごします。 

活動日時：毎月第 2水曜日 9：30～12：30頃 

活動場所：秋川ふれあいセンター 2階寿の間（和室） 



地域の皆様のあたたかいご支援が大きな力となります                            
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日赤社資募集・義援金の報告 

 

 

 

 

 

 

 

あきる野市地区 活動資金募集実績（令和 2年 10月末日現在） 

平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

4,277,627円 3,870,947円 2,172,801円 

今年度の活動資金は、町内会・自治会を通して協力をお願いしている他、社協窓口にチャリティボックス

を設置しています。コロナ禍により、各町内会・自治会では、状況を見ながらご対応いただいております。 
 

令和 2年 7月豪雨災害義援金を受付けています。 
令和2年7月の豪雨災害により、九州地方を中心に甚大な被害が出ました。

この災害で被災された方々を支援するため、あきる野市社会福祉協議会では、
義援金箱を設置するなどして、義援金を受け付けています。 
この義援金は、「令和 2年 7月豪雨災害義援金」として、日本赤十字社を

通じて被災地域に設置された義援金配分委員会を通じ、全額を被災された方
へ届けられます。 

 

▼現在集まっている義援金額  544,054円 
集まった義援金は、12月下旬に日本赤十字社へ送金いたします。 
 

☚ 日本赤十字社東京都支部ホームページ https://www.tokyo.jrc.or.jp/ 

新型コロナウイルス感染症や災害のこと、避難所のことなど 

様々な情報が掲載されていますので、ぜひご覧ください。 

日本赤十字社では、毎年 5 月の「赤十字運動月間」を中心に活
動資金のご協力をお願いしています。今年度は、コロナの影響によ
り時期をずらして実施しています。 
地域の皆様からお預かりした活動資金は、日本赤十字社東京都支

部へ全額送金し、コロナ関係や災害等での救護活動をはじめ、人道
的な活動に役立てられます。 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、以下の事業を中止いたします。 
■福祉バザー 例年 10月頃に実施しており、今年度は延期とお知らせをしましたが、感染状況並びに今後 
のインフルエンザ等の感染症流行期を鑑みた結果、やむを得ず中止いたします。 

■秋川流域ふれあいクリスマス会 例年 12月に実施しておりますが、500名の参加者が交流する 
事業であり、3密を避ける等の感染防止対策を十分に行うことが困難なことから、やむを得ず中止いたします。 

＊ 来年度、皆様の笑顔にお会いできることを楽しみにしております ＊ 
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東京秋川ロータリークラブ様より 

車椅子 24台寄贈していただきました。 
この車椅子は、病気やけがにより一時的に必要となった方等へ無料で貸し出しを行う「福祉用具貸出事

業」や高齢、障がいなどでタクシーを含む公共交通機関を利用することが困難な方を対象に自宅から医療

機関などへの送迎を行う「移送サービス」等で使用させていただきます。 

 東京秋川ロータリークラブ様をはじめ、ご協力いただきました 

ティー・オー・ピーあきる野店様、メーカーの㈱ミキ様 

ありがとうございました。 

 

 

 

～アサガオ こころのリレー～
 

市内小学校を通して、たくさんの小学 1年生が 

アサガオの種の提供に協力してくれました。市民

の方からも続々と種が届いています。 

 皆さんからいただいた種やメッセージは、来年あきる野市内で種をまき、たくさんのアサガオを咲かせま

す。アサガオの花言葉のように、愛情いっぱいのあきる野をみんなで結束して繋いでいきましょう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Smile Project 2020 では、笑顔の写真とアサガオの種を募集しています。 

あきる野市に笑顔を増やすために、多くのご参加をお待ちしています。 

詳しくは、あきる野ボランティア・市民活動センターのＨＰをご覧ください。 



すべての子どもに温かい愛情を。 
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里親制度をご存知ですか？ 

社会福祉法人 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秋川ふれあいセンター内 

TEL 595-9033  FAX 559-3561 
ホームページ http：//www.akiruno-shakyo.or.jp/ 
メールアドレス volunteer-c＠akiruno-shakyo.or.jp 

 
 

 

 

 

 

里親制度 とは？ 
 里親制度は、さまざまな事情で家族と離れて暮らす子どもを、自分の家庭に迎え入れ、温かい愛

情と正しい理解を持って養育する制度です。 

10月・11月は 里親月間 です。 
東京都では 10月、11月を「里親月間」として、各区市町村で様々な普及啓発活動が行われてい

ます。市では、市内の各図書館に「里親コーナー」を設け、里親に関する書籍や里親・里子の体験

をつづった体験発表集を用意していますので、ぜひご覧ください。 

 

 

 

 

 

 
 

東京都里親制度普及啓発キャラクター 

「さとペン・ファミリー」 

【 問合せ 】 

あきる野市子ども家庭支援センター 
☎550-3313 

立 川 児 童 相 談 所  ☎523-1321 

中央図書館 東部図書館
エ ル 

 中央図書館 
増戸分室 

11月 11日(水) 

～30日(月) 

11月 11日(水) 

～29日(日) 

11月 20日(金) 

～29日(日) 

11月 20日(金) 

～29日(日) 
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