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身近な地域で
ボランティアを
始めよう！

保 存 版Volunteer map

町田ボランティアセンター

福祉施設でのボランティア活動 地域のお茶の間「ふれあいサロン」

安心してボランティア活動するために

町田ボランティアセンターでは、ボランティア活動
に関する相談や情報提供、ボランティア養成の
ための講座の開催、ボランティアグループに対
する会議室・ロッカー・印刷機の貸出等を行って
います。お気軽にご利用・ご相談ください。

住　所：町田市原町田4-9-8
　　　　町田市民フォーラム４階
開所日：月曜日～土曜日
　　　　（日曜・祝日、年末年始を除く）
開所時間：午前８時30分～午後５時１５分
ホームページにボランティアに関する情報を掲載
しています。

http://www.machida-shakyo.or.jp

高齢者施設、障がい者施設でもさまざまなボラン
ティア活動が行われています。

ふれあいサロンは、地域に住む人たちの出会いの場、交流
の場、仲間づくりの場として、気軽に、安心して、そして
みんなで気持ち良く過ごせる地域交流の場です。ふれあい
サロンの立ち上げについての相談・支援も行っています。

❶すずかけクラブふれあいサロン すずかけ会館
❷ふれあいサロンすずかけ すずかけ台ハイタウン集会所
❸お楽しみサロン　さとわ たすけあい小川地域交流スペース
❹ひまわりサロン小川 小川会館
❺ささえ愛ひまわり 小川会館
❻小田急金森ふれあい会 柳橋会館
❼ふれあいサロン・つくし野 つくし野コミュニティセンター
❽すみれ会 金森３丁目個人宅
❾ふれあいサロン18 都営金森第６自治会第１集会所
10ふれあい折り紙サロン 都営金森１丁目アパートいずみ会集会所
11ボール体操といこいの場 都営金森１丁目アパートいずみ会集会所
12あおぞらふれあいサロン 金森１丁目アパートカトレア自治会集会所
13なかよしサロン 金森市営住宅集会所
14ふれあいサロン成瀬が丘 成瀬が丘ふれあい会館
15にこにこクラブ成瀬 成瀬が丘ふれあい会館
16ぽこ・あ・ぽこ 高ヶ坂小学校ランチルーム
17Wa・わ・輪ホール 高ヶ坂住宅新集会所　B―５棟１F
18ふれあいサロンぽかぽか 鞍掛台自治会館
19松ボックリふれあいサロン 鞍掛台自治会館
20成瀬西楽成会 西成瀬２丁目個人宅
21たのしく歌おう会 第２都営成瀬自治会集会所
22ふれあいサロン　笑 成瀬中央集会所
23ふれあいサロン成瀬台 ゆりの木会館
24ふれあいサロン　虹 ゆりの木会館
25ふれあいサロン成瀬台北 学園成瀬自治会館

ボランティア活動を行う際に、不慮の事故が発生し、けが
をしてしまった場合や責任者・指導者が損害賠償責任を
負ってしまった場合に備えた制度・保険があります。

例えばこんな活動があります

南地区のふれあいサロン

・利用者のお話し相手や傾聴　・趣味活動の補助
・お茶やおやつの配下膳　　　・外出時の付き添い
・特技を生かした一芸の披露　・衣類等の繕い
・お祭りやイベント時の手伝い 　　　　　　　　など。

活動を希望される方は
ボランティアセンターにご相談ください。

町田市社会福祉協議会　
地域福祉推進担当　☎722-4898問合せ先

れあ

ン

問合せ先　　 町田市市民部
　　 市民協働推進課 

☎724-4362

ボランティア活動
災害補償制度
町田市内にある団体の

ボランティア活動が対象です。
事前の登録は必要ありません。

問合せ先　　 町田ボランティア
　　 センター
☎725-4465

ボランティア保険
日本国内でのボランティア
活動が対象です。個人・団体
を問いません。加入手続きは
町田ボランティアセンターで
行っています。

南地区は、金森、金森東、鶴間、小川、つくし野、南つくし野、
成瀬、西成瀬、成瀬台、南成瀬、成瀬が丘、高ヶ坂です。

町田市社会福祉協議会の中にあります ボランティアに関する情報がたくさん

町田市社会福祉協議会
イメージキャラクター
「あいちゃん」

平成 27年 11月時点

ボランティア団体

ふれあいサロン

公共施設

学　校
境界線
バス路線
（コミュニティバス含む）

文ボランティアに関する
お問い合せは

社会福祉法人　町田市社会福祉協議会

町田ボランティアセンター
〒194-0013　町田市原町田 4-9-8　町田市民フォーラム４階
TEL：042-725-4465　FAX：042-723-4281
E-mail：vc@machida-shakyo.or.jp

平成 28年 3月発行
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身近な地域で
ボランティアを
始めよう！



あなたにもできることが
きっとあります！

お気軽にご連絡ください

まずはあなたの身近な地域で
　　一歩を踏み出してみませんか？
・ボランティアに参加してみたいけれど、
自分にもできるのだろうか…
・興味はあるけれど、どんなことをするのだろう…？

　
・ボ
自

・興味

鶴間１丁目から３丁目の住民全員を
対象に、なんでも相談室「ちょこっ
と」、毎月１回のおしゃべり交流の場
「ちょこっとカフェ」、講演会の開催、
あいさつ運動等の活動を通じて、誰も
が安心して暮らせる心温かい町づくり
を目指しています。

「寄りあい　知りあい　助けあい」❶

掲載している情報は平成 27年 11月時点の情報です。

南町田福祉ネットワーク
090-1654-0294（谷村）

862-0120（本間）

http://nanmachifukushi.sakura.ne.jp/a/

踊りや音楽鑑賞、健康体操、参加
型の食事の提供、講座等の「お楽
しみサロン」や健康麻雀、カラ
オケ、歌声、茶話会囲碁将棋等の
「シニアカルチャー」を通じて、
介護状態にならないように支え
合いたいと活動しています。

介護予防を目的として、地域で支え合う仲間づくりの場❸

NPO法人 さとわ 795-5934（大畑）

小中学生を対象とした子どもの活動
です。大人が子どもを遊ばせるのでは
なく、子どもたち自身の力であそんだり、
様々な自治活動をしています。異年齢
の親密な小集団での活動です。
※現在スタッフ募集はしていません。

学校でも家庭でもない、もうひとつの子どもたちの居場所❹

あそび団（NPO法人れんげ舎）
720-2229（田中・長田） http://www.rengesha.com/

西田峯山公園に隣接する金森峯山緑地
は、雑木林です。地域の方々が親しみ
をもてる緑地になるよう、会員が集まり
草刈り等保全活動を行っています。
自然観察も行っていますので、興味の
ある方はぜひお越しください。

雑木林は、いやしのスポットです❽

みどりのHATS 724-2342（中里）

月一回ですが10年以上続いて
いる会です。住み慣れたこの
地で助け合いながら安心して
暮らせるお手伝いが出来るよう
願い活動しています。メンバーの
私たちも元気をもらっています。
どなたでもお気軽にご参加くだ
さい！

元気をあげたり、もらったり楽しんでいま～す12

更紗の会 723-3961（山田）

桜並木はつくし野のシンボルです。老衰
した桜並木をただ植え替えるだけで
なく、より美しく、お年寄りやベビー
カーも楽に通れる、桜も元気に育ち
長生きできる「人に優しく木に優しい」
桜並木になるよう、市と協力して再
整備を進めています。

桜並木の再整備を推進しています❼

つくし野桜守りの会 799-1176（渡辺）
http://tsukushino-fureai.net/community/sakuramori/

小学校の放課後、校庭で一緒に遊んでください。
校舎内では学習のサポートや得意なことを教えて
ください。土曜日はレコハウスで。大人がイキ
イキと関わることで、子どもたちに生きる喜びや
生きる力を伝えてゆきたい。力をお貸しください！

子どもを中心に大人も楽しむ居場所！11

レコパン
727-8988（槻木）

つくし野や周辺に育つ子どもたちに、
子ども時代にこそ体験してほしい活動
を、ビオトープの視点から環境学習と
して提供。年間計画を基に、年12～
15回実施。里山、川を探訪。年間を
通じ畑の耕作を実施。活動歴10年目。
受賞歴多数。

子どもたちと自然や命の大切さを学ぶ体験的環境学習活動❻

つくし野ビオトーププロジェクト
tsukushino.biotop@gmail.com（小池）

金森の都営団地の集会所と木曽山崎
コミュニティセンターで経済的事情
のあるこども、軽度発達障がいの
あるこどもたちへの学習支援活動を
行っております。勉強するこども、
支援するボランティア募集中！

経済的事情や軽度発達障がいのあるこどもたちを応援中！10

こども応援教室まちだ（東京科学少年応援計画）
090-4470-2925（生地） http://tokyo-kagaku-shonen.org/ http://ccnjk.com/

http://les-copains.jpn.org/

住み慣れた地域で、安心して暮らせるお手
伝いを有償で行います。ちょっとした手助け
を受ける事によって安心して暮らせる人と、
少しの時間ならばお手伝いが出来る人と支え
合い明るく元気に暮らせる街づくりをめざ
しています。
１時間800円、材料費交通費は別途。

介護保険では適用外のお手伝いを有償で行います❺

有償ボランティアの会「ささえ愛ひまわり」
795-6239（田中）

最近、物忘れが多いなと感じてい
ませんか？むかし語りの会では、
自然の会話の中に回想法を使って
認知症予防対策を盛り込み、参加
者が楽しく語りあえる場を作り出
しています。高齢者支援センター
やあんしん相談室との連携で個別
相談にも対応しています。

お元気な高齢者も今から認知症予防対策を！❾

むかし語りの会 090-8310-3334（町野）

住民の会としてNPOアップルサービスと
共に地域の高齢者施設「ケアセンター
成瀬」を支援しています。また、コン
サート、地域の資源回収、バザー、デイ
サービスへの支援等行っています。一緒
に活動するボランティア募集中！

「共に生き、共に支え合う」まちづくりに貢献する15

ケアセンター成瀬住民の会
729-0617（事務局）

おもちゃドクターは壊れたおもちゃの
修理を通じて子どもたちにものの大切さ
を伝えると同時に「ありがとう」という
子どもたちの喜ぶ顔を見ることを生き
がいにしています。壊れても直して使い
続けることの大切さを理解してもらう
ことも考えています。

壊れたおもちゃの修理ドクターが診断治療14

おもちゃ病院なるせだい
727-0543（山﨑）

どろけい、てんか、Sけん、鬼ごっこ
…たっぷり外遊び３時間。外遊びを
通して「子どもたちの自発的な活動」
「異年齢の関係」を大切にしています。
地域のお兄さんお姉さんと、みんな
であそぼう！

あそびで広がる地域の仲間13

町田あそび会 友遊
m.asobi.yuyu@gmail.com（勝亦）

～ほっとステーション～ながれぼしは、
どなたでも気軽に来ていただける場所です。
今までの趣味を皆さんに教えあったり、
時には昼食を皆と作りながら楽しくお話し
しています。ご友人と一緒でもおひとり
でも近所に住んでいる皆と仲間作りに参加
しませんか。

だれでも気軽に集まれる場所です❷

～ほっとステーション～ながれぼし（総合福祉ホーム芙蓉園）
http://fuyouen.jp/ http://biotop-project.blogspot.jp/

「町田あそび会」Facebook
Fｂ

南地区で活動しているボランティア団体を紹介します。

町田市消防団 第二分団 724-2107 （町田市市民部防災安全課）

学校では福祉やボランティアについて
学ぶため、車いすやアイマスクの
体験学習が行われています。地域
支援スタッフは子どもたちが安全に
正しく学習できるよう、見守ったり、
指導を行っています。近隣の学校で
活動してみませんか。

学校での体験学習をサポート16

725-4465 （町田ボランティアセンター）地域支援スタッフ

消防団は、「自分たちのまちは、自分
たちで守る」という精神に基づき
組織され、火災はもちろん、地震や
風水害などの災害発生時には救出・
救助・警戒活動を行っています。地域
防災のため一緒に活動しませんか。
南地区では第二分団が活躍してい
ます。

自分たちのまちは、自分たちで守る17
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