
ボランティアの広場＊ボランティアに関するご相談、お問い合わせ、講座のお申し込みは、
　町田ボランティアセンター（TEL:722-4898㈹）へ＊
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広報部会員が
取材しました

町田の尾根・谷戸に親しむ会

　尾根・谷戸に親しむ会は、尾根谷戸の緑豊か
な自然に親しみ、動植物の観察や生態などの実
践調査を通して、学びながらその保護・保全の
大切さを訴えていく活動をしています。代表の
岡田さんは、まだ会社勤めをしていた50代なか
ばのときに、奥様の応募がきっかけで町田市民
大学の最初の講座である「多摩丘陵学・自然論」
を受講することになりました。講座の狙いは多
摩丘陵の自然を知ることとボランティア活動の
実践でした。受講終了後、仲間とともに同窓会
を立ち上げ、1995年６月、現在の会の創設に
つなげました。市内、尾根緑道の桜の樹名板
100枚を付けたり、当時開園準備中の忠生公園
内の植物調査活動もしてきたそうです。
　月一回、忠生公園で行われている自然観察会
は180回程になりますが、春夏秋冬でそれぞれ
の季節にイベントが行われています。春は野草
を使って栞を作り、夏は親子でナイトハイキン
グをしながら蝉の羽化を観察、秋は葉っぱを
使ったゲームやどんぐりや松かさを使ったもの
で工作、しゅろの葉っぱでバッタを作り、冬は
葉っぱが落ちた後が可愛らしい顔にも見える木
の芽の観察など、一年を通して大人から子ども
まで一緒に自然を楽しめる企画だと思いました。
　今後は、この会が続いてほしいとの願いから新しい会員が入って来てもら
いたいのと、子ども達に植物や小さな虫の世界を見てもらうために、課外授
業的な依頼があればお手伝いしたいとのことでした。
　「自然観察は奥が深く一生勉強です」と意欲的で、説得力のある穏やかな話
方が印象的でした。

2012夏！体験ボランティア 始動！
今までボランティア活動の機会がなかったみなさん、夏休み
を利用してボランティア活動体験をしてみませんか？
対　　象　市内在住、在勤または近隣のボランティア活動に関心のある中学生
　　　　　以上の方
募　　集　115名程度
参 加 者　参加を希望される方はどちらかの説明会に必ず参加してください。
説 明 会　【会場】町田ボランティアセンター講習室・活動室
　　　　　【日程】７月６日（金）　午後６時～７時30分
　　　　　　    　７月11日（水）　午後６時～７時30分　
　　　　　【定員】各回50名程度
　　　　　【内容】・体験ボランティアの参加の方法とルールについて
　　　　　　　　・活動先の申込み手続き
参 加 費　無料
実施期間　７月20日（金）～８月31日（金）
活 動 先　ボランティア・市民活動団体（おもちゃ病院、布おもちゃの製作、冒
　　　　　険遊び場、川清掃ほか）
　　　　　市内福祉施設（高齢者施設、障がい者施設、学童クラブ、保育園など）
　　　　　　　　
＊ボランティアセンター窓口にて、資料と参加申し込みカードを配布しています。
　町田市社会福祉協議会ホームページ上からダウンロードも可能です。
＊参加申し込みカード（中高生については保護者の承諾書が必要です）をあらか
　じめ準備の上、説明会へ持参してください。
＊説明会への参加は事前予約が必要です。電話で町田ボランティアセンター
　（電話 725-4465）へお申し込みください。

夏休みボランティアスクール参加者募集
　地域で活動している様々なボランティア活動を見て・聞いて・体験してみよう！
レクリエーション、手話、高齢者施設訪問や川清掃など盛りだくさん！

対　　象　市内在住の小学３年生から６年生で４日間参加できる方
期　　間　７月31日（火）、８月１日（水）、２日（木）、３日（金）
時　　間　午前10時～午後３時
会　　場　町田ボランティアセンター　講習室　他
定　　員　20名　申込み多数の場合は抽選
参 加 費　500円（保険料、材料費込み）
申込み方法　はがきに、住所、氏名（ふりがな）、性別、電話番号、
　　　　　学校名、学年を記入の上、お送りください。
申込み期限　７月17日まで（必着）
申 込 先　〒194-0013 町田市原町田4-9-8
　　　　　町田市社会福祉協議会
　　　　　「夏休みボランティアスクール」

同行援護養成研修の報告（視覚障害者ガイドヘルパー）
　視覚障害者ガイドヘルパー
同行援護養成研修が６月16日
から町田市社協主催で行われ
ました。一日の研修が長い時
間に及んだにもかかわらず、
皆さん真剣に取り組んでい
らっしゃいました。今後少し
ずつ社協の臨時職員として活
動を開始していただく予定で
す。今回日程が合わずに参加
を見送られた方も多数いらっしゃいますので、次回も開催ができるよう考えてい
ます。
　また、ガイドヘルパーの募集は随時行っております。お問い合わせください。

問い合わせ　ガイドヘルパーステーション　電話 725-4465
　　　　　　Ｅ-mail：gaido@machida-shakyo.or.jp

募集しています！ ボランティア

さあ～、あなたの出番です
～詳細は町田ボランティアセンターまで～

　  もっとボランティア！ 今すぐアクセス
　 http://www.machida-shakyo.or.jp

岡田　迪彦さん

**************************************************************************

**************************************************************************受 講 生 募 集

春の七草探し

リース作り

●障がい者への支援
　町田荘／図師町〔合唱の時のピアノ伴奏〕
　町田市障がい者青年学級／原町田（生涯学習センター）、忠生（ひかり療育園）
　　　　　　　　　　　　　〔知的障がい者の余暇活動・学習活動の支援〕
　きらりっこ／中町〔身体障がい児・者のプール介助〕
●高齢者への支援
　まちだ正吉苑／成瀬〔傾聴、趣味活動（手工芸、絵手紙などの指導）、日常生活
　　　　　　　　　　　補助（散歩付添、配下膳など）〕
　花物語まちだ／山崎町
　　　　　　　　〔イベントや月例行事への参加、日常的な見守り、お話し相手〕
　ツクイ鶴川東／鶴川
　　　　　　　　〔囲碁・将棋・麻雀・オセロ・茶道などのお相手、お話し相手
　　　　　　　　  琴、三味線、胡弓の演奏など〕
　レストヴィラ町田小野路／小野路町〔俳句（経験者）とお話し相手〕
●児童への支援
　バット博士記念ホーム／下小山田町
　　　　　　　　　　　　〔主に中学生への学習支援（英語、数学中心）〕
　文化学習協同ネットワーク／神奈川県相模原市
　　　　　　　　　　　　　　〔中学３年生対象の無料塾での学習支援〕
～ここで掲載している活動以外にもまだまだあります。
　町田ボランティアセンターでは、ボランティア活動に関する相談・活動先の
　紹介を行っていますので、ぜひご相談ください。
　●開所日：日・祝日をのぞく月～土（午前８時30分～午後５時15分）

しおり

せみ う　 か

１日目の講義の様子

第164号 7/1 2012年（平成24年） 〒194-0013 町田市原町田4-9-8　町田市民フォーラム4F
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□ 法人運営室　総務担当
□ 地域福祉推進室
 地域福祉推進担当
    　　　町田ボランティアセンター
    　　　ガイドヘルパーステーション

    地域生活支援担当
    　　　福祉サポートまちだ
 
    　　　地域福祉権利擁護事業

042-725-4465直通 電話

042-710-2404直通 電話

042-720-9460FAX

042-729-7589電話

042-724-4790FAX

042-720-2191電話

042-732-3193FAX

042-720-9461直通 電話

042-720-2861直通 電話
042-725-1284FAX

せりがや会館
□ 事業室
　 せりがや事業担当

 　学童保育事業担当

〒194-0013 町田市原町田4-24-6

発　　　　行　社会福祉法人 町田市社会福祉協議会
ホームページ　http://www.machida-shakyo.or.jp
社会福祉協議会（略して、社協）は、みなさんの参加とささえあいで福祉のまちづくりをすすめる民間の福祉団体です。

まちだまちだ

だより
■発行は年6回、奇数月の1日です。次号は9月1日です。

無料 予約制

会員になって一緒に町田の
地域福祉を支えてください

社協会員って何？

　社協の趣旨目的
に賛同し、社協の

事業を財政面で

支えてくださる方
を社協会員と呼ん

でいます。会員

の皆様の気持ちが
、地域を支える大

きな力につなが

ります。

社協って何？

　社会福祉法に基
づく社会福祉法人

で、地域福

祉を推進するため
の民間非営利の福

祉団体です。

（社会福祉法第10
9条：設置は、市区

町村ごとに１つと限
られています）

会員募集会員募集
平成24年度

あなたの思いが地域を支え
る！

あなたの思いが地域を支え
る！

　 　　　　　　　会費の納入方法

★直接窓口へ
　町田市原町田4-9-8　町田市民フォーラム4Ｆ
★郵便振込
　口 座 番 号　00160=9=64146
　加入者名称　町田市社会福祉協議会

正 会 員

賛助会員

特別会員

団体会員

200円 以上

2,000円 以上

10,000円 以上

町内会・自治会

会費の種類（年度単位）

会員の募集は、各町内会・
自治会、民生委員児童委員協
議会のご協力のもとお願いを
しておりますが、個人、グル
ープ、サークルの方々からも
広く受け付けしています。

　町田市社会福祉協議会は、子どもから高齢者まで「誰もが安心して、
しあわせに暮らせる」地域づくり・まちづくりを目指して、身近な
福祉課題について、地域住民、ボランティアの方々、福祉関係機関等
の皆様とともに、地域で支えあう仕組みづくり（ふれあいサロン、
子育てサロン活動など）に取り組んでいます。

日時・内容
①制度について（全3回、同内容）　DVDを使用し、わかりやすく説明します。
　７月11日（水）…午後２時～４時　10月18日（木）…午前10時～ 12時　１月23日（水）…午後２時～４時
②手続きや後見人の仕事について（全３回、同内容）
法定後見人の仕事内容や家庭裁判所への申立手続き、申立書の書き方等について説明します。 ※①に参加した方、もしくは制度について理解している方対象。

　７月17日（火）…午後２時～４時　10月26日（金）…午前10時～ 12時　１月31日（木）…午後２時～４時
場　所　社会福祉協議会会議室　　　定　員　各回30名程度　　　申込み・問い合わせ　福祉サポートまちだ　電話 720-9461　

判断能力に不安がある高齢者や障がい者が安心して生活できるよう支援する
「成年後見制度」について、福祉サポートまちだ職員等が説明します。

例えばこのような方が対象です。
・認知症の親の代わりに銀行へ行ったら「成年後見人をつけてほしい」と言われた。
・自分や家族が認知症になったら…、将来の財産管理が心配。
・障がいのある子どもの将来の生活はどうしたらいい？
※施設、事業所等の職員の皆さまもお気軽にご参加ください。

「成年後見制度について知りたい！」  ～説明会～

平成23年度の会費総額は8,933,234円でした。
ご協力ありがとうございました。深く感謝申し上げます。

（2）第164号 2012年7月ま ち だ 社 会 福 祉 だ よ り

（4）第164号 2012年7月ま ち だ 社 会 福 祉 だ よ り

第164号（3）2012年7月ま ち だ 社 会 福 祉 だ よ り

研ナオコ
野口五郎
研ナオコ
野口五郎
Special Stage Part2Special Stage Part2

研ナオコ
野口五郎
研ナオコ
野口五郎

二人の絶妙な
トーク ＆
個性あふれるライブ

入場料 3,500円
7/11（水）PM6:30 開演

発売中

6才以上入場可

入場料
6,500円

7/28（土）
PM2:30開演

発売中

6才以上入場可

春風亭小朝
独演会
当代きっての名人
「小朝」今年も小朝
が皆様に元気と笑い
をお届けに参ります。


