
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、催し・講座は中止や一部変更になる場合がありますのでご了承ください。

　判断能力が低下された方でも、介護や福祉
等の社会サービスの契約、財産管理などを
ご自身の意思に基づき適切に利用するため
には、社会全体で支え合う仕組みが必要です。
　中核機関は、社会全体で支え合う仕組み
づくりを通じて、権利擁護に関する広報や
相談、成年後見制度の利用促進、後見人の

方々への支援を行います。
　また、成年後見制度についてのご質問、
制度利用のご相談、手続き方法の助言等、
皆様のお悩みにお応えします。
　中核機関として、「利用してよかった」と
実感していただけるよう励んで参ります。

「福祉サポートまちだ」は町田市の成年後見制度中核機関です。

相談お待ちしており
ます！

2020年度おうちでごはん事業の
お弁当配達が５月から始まります

【おうちでごはん】に （　　　　　）宮城県栗原市・登米市
岩手県一関市・平泉町 からお米のご寄附をいただきました！

　困難を抱えた子育て世帯へ、ボランティア
が手作りのお弁当をお届けし、お弁当を利用
することにより保護者の家事負担を軽減し、
親子間でのコミュニケーションをつくること
を目的としています。美味しいごはんで、
楽しい時間、たくさんの笑顔が増えますよう
にみんなで協力していきます!!

いただいた
お米は…

おうちでご
はんの

お弁当で

お届けしま
した

2019年12月
岩手県一関市から
「金色舞」100kg

2020年３月
岩手県平泉町から
「金色舞」100kg

2020年２月
宮城県登米市から
「ひとめぼれ」100kg

2020年１月
宮城県栗原市から
「みやぎ米」100kg

ごはんを食べて
たくさんの

「おいしい!!」が
ありました

クリスマス特別メニ
ュー 野菜のケチャップ炒め

問い合わせ：法人総務課　電話 042-722-4898　受付日時：祝日を除く月～金曜日（午前９時～午後５時）

　本会では、新型コロナウイルス感染症の影響で減収、休業、離職した方に向けた特例貸付を行っています。感染拡大防止のため
電話受付のみ行っておりますので、申請・ご相談の際は、必ず電話にてお問合わせください。詳細は本会ホームページでご覧いた
だけます。

貸　付　額　20万円以内（一括交付）
貸付金交付　申請から交付まで１週間程度
措 置 期 間　１年以内
返 済 期 間　２年以内（24回以内）
連帯保証人　不要
利　　　子　無利子

貸　付　額　二人以上世帯　月額20万円以内
　　　　　　単身世帯　　　月額15万円以内
貸付金交付　申請から交付まで最短20日
貸 付 期 間　原則３ヶ月以内　　措 置 期 間　１年以内
返 済 期 間　10年以内（120回以内）
連帯保証人　不要　　　　　　　利　　　子　無利子

※成年後見制度中核機関は、2020年度から町田市委託事業として開始した取り組みです。

電話
受付

第211号　5/１ 2020年（令和２年） 〒194-0013 町田市原町田4-9-8　町田市民フォーラム4階
電話 042-722-4898 代表　FAX 042-723-4281

□ 法人総務課　総務係
□ 地域福祉課　地域福祉第一係・第二係
　　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
□ 相談支援課　相談支援係
　　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
042-723-4281FAX

042-729-7589電話
042-724-4790FAX
042-720-2191電話

042-703-3990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
□ 法人総務課　せりがや事業係

□ 学童保育課　学童保育係

　　町田ファミリー・サポート・センター

〒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　https://www.machida-shakyo.or.jp/
社会福祉協議会（略して、社協）は、みなさんの参加と支え合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7月1日です。



合計 429,458円
2020年２月11日～４月９日現在

ご寄附ありがとうございました

2020年２月11日～４月９日現在

特別会員にご協力いただいた方を
ご紹介します！

～いつもあたたかいご支援ありがとうございます～

個　人　匿名１名

≪一般寄附≫
　個　　　人 前田　信子　匿名１名
　団　　　体 町田遊技場組合　株式会社ベルク町田野津田店 お客様一同　NPO法人

　 日本入れ歯リサイクル協会　青少年健全育成町田中央地区委員会
　福祉協力店　ヘアームク　梅花の郷 光明浄苑　あさひグループ

基本方針
　町田市社会福祉協議会は1958年（昭和33年）
の２月１日に町田市政がスタートし、同年５月
に任意団体として設立しています。その後1969
年（昭和44年）９月に社会福祉法人として認可を
受け、現在に至り、設立から61年となっていま
す。社会福祉協議会は、社会福祉法第109条に
規定され、「地域福祉の推進を図ることを目的と
する団体」です。
　日頃から地域福祉の推進を図ることを目的に、
行政とのパートナーシップを築きながら、同時
に、町田市町内会・自治会連合会や民生委員・児
童委員協議会と強力なタッグを組み、そして、地
域にお住まいの方々や、地域の社会福祉関係者、
さらに、多くの参加・協力を得て、自主性と公共
性を併せ持ち活動させていただいています。
　町田市社会福祉協議会の基本理念は「誰もが安
心してしあわせに暮らせるまちづくり」であり、
町田市が策定した地域福祉計画と連携・協働し
ながら、町田市社会福祉協議会の第四次地域福
祉活動計画を基に事業展開をしています。町田
市の地域福祉計画は「（仮称）まちだ未来づくり
ビジョン2040」と連動させるため、2021年度
まで１年間延長することに決まり、町田市社会
福祉協議会の第四次地域福祉活動計画も１年延
長し事業を展開していくことになります。それ

とともに、2020年度から並行して第五次地域福
祉活動計画の策定作業に入ってまいります。
　2020年度の具体的な事業展開においては、常
にホームページやフェイスブックで情報発信を積
極的に行いながら、人材バンク設立の支援、おう
ちでごはん事業の拡大、町田式フードバンクの設
置を図ってまいります。また、地域の支え合いを
目指し、買い物等支援のためのドライバー育成や
生活支援サービスの充実を推進してまいります。
同時に地域の暮らしを支える担い手として、第４
期市民後見人育成研修で多くの修了者を生むよう
目指してまいります。そして、2020年度から新
たに相原たけの子学童保育クラブの運営を開始す
るにあたって、地域の方々との連携を深めながら
安定運営を行ってまいります。
　さらに、令和元年東日本台風では、八王子市
浅川災害ボランティアセンターに町田市社会福
祉協議会の職員を派遣し必要な協力を行ってき
た経緯も含め、町田市地域防災計画の一翼を担
う災害ボランティアセンターのサテライト設置
の検討や、運営訓練の実施を図ってまいります。
　以上のことから引き続き、子どもから高齢者、
そして支援を必要としているさまざまな人に適
切な支援が届くように地域の福祉課題の解決に
取り組んでまいります。
　最後に、町田市社会福祉協議会の職員は、いか
なる立場であっても、社会福祉協議会としての
自覚を持ち、働き方改革を理解し、経費節減・
法令遵守はもとより市民目線で、担当する業務、

責任を最後まで全うする姿勢が求められている
ことを意識し、市民へのサービス提供を行って
まいります。

重点事業
１　多様な主体が参加する懇談会をとおした
つながりづくり

　　昨年度実施した10地区の地区別懇談会の結
果から、地区ごとの課題解決の検討と体制づ
くりを進めます。

２　地域の様々な人や団体が集まれる居場所づくり
　地域の誰もが集うことができ、参加者が利
用者にも担い手にもなれるような多世代の居
場所づくりを、市の関係部署や地域の関係機
関と協働しながら目指します。

３　地域で困りごとを抱える人を支援する仕組みづくり
　地域で困りごとを抱える人や複合的な福祉
課題を抱える家族等に寄り添い、社協職員が
身近な相談窓口となり、関係機関と連携しな
がら課題解決に向けた支援を行う仕組みづく
りを目指します。

４　町田市地域防災計画の一翼を担う災害ボラン
ティアセンターの充実
昨年から改訂中のマニュアルにもとづき、

町田市総合防災訓練において災害ボランティ
アセンターの立ち上げ・運営訓練を実施し、
機能の検証を行うとともに、サテライト（セン
ター分所）の必要性について関係機関と検討を
進め、運営体制の整備を図ります。

2020年度 事業計画

2020年度　予算
（単位：千円）

①地域福祉推進拠点区分

②障害者総合支援事業拠点区分

③たすけあい資金貸付事業拠点区分

④歳末たすけあい運動事業拠点区分

⑤介護保険事業拠点区分

893,618

54,253

5

431

21,450

社会福祉
事業

公益事業
（単位：千円）

604赤い羽根共同募金町田地区協力会

法人全体予算額
969,757千円

①・法人運営事業
・事務局運営事業（広報、災害ボランティアセンターの
充実など）― 重点４

・地域福祉活動支援事業（ふれあいサロン・子育てサロン、
地区社会福祉協議会活動支援、地区別懇談会など）
― 重点１、２、３

・ボランティア活動推進事業（ボランティア養成講座、
ボランティアに関する相談など）

・福祉サービス利用援助事業（地域福祉権利擁護事業）
・成年後見制度中核機関業務事業（制度の説明や相談、
講演会等の開催、市民後見人育成支援事業など）

・せりがや会館管理運営事業
・学童保育事業（クラブの運営、乳幼児対象開放施設
　「にこにこクラブ」など）

④歳末たすけあい運動事業
⑤要介護認定調査業務事業

③たすけあい資金貸付事業

②・同行援護事業（視覚障がい者ガイドヘルパーステーション）
・障がい者グループホーム

成年後見制度出張講座
ご存知ですか？成年後見制度

問い合わせ：福祉サポートまちだ　電話042-720-9461　FAX042-725-1284

　任意後見制度や法定後見制度の違い、申立書類についてわかりやすく
ご説明いたします。実際に法定後見制度の申立書類の一部を作成して、
制度の利用について考えるきっかけにしてみませんか？
　皆様のご参加お待ちしております！

日　　時 ５月28日（木）　午後２時～ 3時30分
場　　所 堺市民センター　　定員　20名（先着申込順）　　費用　無料
申し込み 電話またはFAXで氏名・電話番号をお知らせください。

高齢者・障がい者のための
福祉法律相談

問い合わせ：福祉サポートまちだ　電話042-720-9461　FAX042-725-1284

　法律に関する問題について、お困りではありませんか？
　経験豊富な弁護士が丁寧にわかりやすく相談に応じます。
対　　象　市内在住の高齢者・障がい者、またはその家族や関係者 
日　　時 毎月第３火曜日　午後２時～４時20分
場　　所 町田市民フォーラム４階　会議室　
定　　員 ４名（要予約）　　費用　無料
申し込み 電話またはFAXで氏名・電話番号をお知らせください。

法人総務課
（せりがや会館）

facebook

学童保育課
（町田ファミリー・　
サポート・センター）

facebook

地域福祉課
（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）

facebook

相談支援課
（福祉サポートまちだ）
（地域福祉権利擁護事業）

facebook

個人で本会に寄附や会費を納入された皆様は、所轄税務署で確定申告を
行うことによって所得税の税額控除を受けられます。本会は税額控除の団体です！

facebookはじめました！本会の最新情報をいち早くお伝えしていきます。

町田遊技場組合 様

ま ち だ 社 会 福 祉 だ よ り 2020年（令和２年）5月（２）第 211号



ここに掲載している活動以外にもまだまだあります。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。
もっとボランティア！今すぐアクセス→https://www.machida-shakyo.or.jp

団　　体　　名対　象 活動場所 募　集　内　容

受付日時：祝日を除く月～土曜日（午前８時30分～午後５時）
町田ボランティアセンター　電話042-725-4465

高 齢 者

児 童

障 が い

デイサービスゆらり

特別養護老人ホーム　高ヶ坂ひかり苑

SOMPOケアラヴィーレ南町田

町田市障がい者福祉センターひかり療育園

町田市立金井中学校

囲碁・将棋・麻雀、編み物等など手作業の補助。歌・演奏・踊り・傾聴など

裁縫や縫物など

将棋の相手、折り紙などオリエンテーションなど

音楽演奏、劇、紙芝居等のレクリエーション

学習支援ボランティア(国数英理社)

本町田

高ヶ坂

金　森

忠　生

金　井

町田ボランティアセンター登録団体からの募集 募 参加者募集

費　用日　　　時事業名（内容）団　体　名

募

募集しています！ボランティア
ボランティアの広場ボランティアの広場

ボランティア団体活動支援講座
「団体のお悩み、みんなで解決しよう！」参加者募集 「福祉の仕事就職相談窓口」のご案内

新しいコーナーが始まります！！

傾聴ボランティア養成講座 受講生募集！

場　　　所

無　料６月19日（金）
午前10時～午後４時

視覚障がい者スマホ教室支援
ボランティア養成講座

ブラインドITサポート
町田

町田市民フォーラム
４階　講習室

連　絡　先

info@bismachida.jp

申し込み
名前・住所・年齢・電話・メールアドレスを

連絡先メールアドレスに送信

※詳細は、本会ホームページでもご覧いただけます。

　２月第３週より、地区社協事務所が移転致しました。
　新住所：玉川学園7-4-17　ハイツ梓101号　　電話：042-810-2062
　駅から２分と、お立寄りいただきやすくなりました。どうぞお気軽に足
をお運びください。

【玉川学園地区社協】事務所移転のご案内

　

～『2020夏！体験ボランティア』（通称『夏ボラ』）が７月から始まります！～
申し込み：町田ボランティアセンター　電話042-725-4465

　ボランティア活動を行う様々な場面で、団体の抱える問題を感じたこと
はありませんか？そんなお悩みを皆で話し合いましょう。
　団体の仲間集めのコツについてのミニ講座を実施します。
　今後の活動に活かすことができる内容ですので、興味関心のある方は
ぜひご参加ください。 
日　　時 ５月27日（水）　午後２時～４時（受付開始：午後１時30分）
場　　所 町田市民フォーラム４階　ボランティアセンター講習室　
内　　容 ミニ講座「仲間集めのコツ」・情報交換会・グループワーク
講　　師　喜田　亮子 氏（町田市地域活動サポートオフィス）
定　　員　30名（申し込み順）
費　　用　無料

問い合わせ：町田ボランティアセンター　電話042-725-4465

　傾聴ボランティアは、傾聴のスキルを学び、相手に寄り添いながら信頼
関係を築き、相手の心が落ち着き安定を得て、心穏やかに過ごせるよう
手助けをするボランティア活動です。
　講座終了後は、たくさんの方々が高齢者施設や個人のお宅等、色々な
形でボランティア活動に参加して活躍されています。
対　　象 ○市内在住・在勤で、全６回出席出来る方　○市内でのボラン

ティア活動に意欲がある方　○本講座を初めて受講される方
日　　時 ６月４日～７月９日の毎週木曜日　全６回　午後１時30分～４時
場　　所 ボランティアセンター講習室
定　　員 30名（応募者多数の場合は抽選）　　費　用　4,400円（税込み）
申し込み　往復はがきに、 ①氏名（ふりがな）②年齢③住所④電話番号

⑤応募の動機を必ず明記し、下記へ５月18日（必着）までに
ご送付ください。

　　　　　〒194-0013　町田市原町田4-9-8　町田市民フォーラム４階
　　　　　町田ボランティアセンター「傾聴ボランティア養成講座」

申し込み：地域福祉課　電話042-722-4898

問い合わせ：町田ボランティアセンター　電話042-725-4465

　「福祉の仕事就職相談窓口」では、東京都福祉人材センターの相談員が
出張して福祉の仕事について相談をお受けします。また、福祉職場の就職
に役立つイベントやセミナー等に関する情報提供やご希望に沿った求人情
報を一緒にお探しします。
　福祉の仕事に就きたい方や関心のある方、お気軽に電話予約の上ご利用
ください。 
日　　時 毎月第２・４木曜日　午後１時～４時（１人40分程度）
場　　所 町田市社会福祉協議会　相談室　
定　　員　４名（相談希望日の前日までにご予約ください。）

　昨年の10月から今年の４月にかけて、本会に
４人のフレッシュな職員が入職しました！次号
から４回に分けてそれぞれの職員からお話して
いきます。
　トップバッターは相談支援課新人職員の畦上
玄太から。お楽しみに！

　夏ボラは中学生以上の方を対象とし「ボランティア活動をしたことの
ない方」や「ボランティア活動に興味のある方」、「ボランティア活動に興味は
あるけれど“きっかけ”がない方」にボランティア活動を体験していただく
プログラムです。詳細については６月15日から本会ホームページに掲載
します。また、まちだ社会福祉だより（７月１日号）にてご案内いたします。

　本会ホームページやまちだ社会福祉だよりに掲載しているボランティアの募集
情報や講座、相談窓口については、新型コロナウイルス感染症の感染防止の為、
受け入れや実施を中止する場合がございます。詳しくはお問い合わせください。

問い合わせ：法人総務課　電話042-722-4898㈹まで

※１枠サイズ（たて約6.5cm よこ約5.9cm）一広告主につき、各号２枠まで
掲載可能です。

※掲載には審査を行っています。

「まちだ社会福祉だより」に
広告を載せてみませんか？
「まちだ社会福祉だより」は、奇数月の１日（年６回）発行されています。
主に福祉関連事業者・団体等のPRに活用いただいています。

広告料
（税込み） １枠　19,800円 ２枠　39,600円

訪問スマホ・タブレット
個人レッスン

お好きな場所で！自宅でもカフェでも

初心者で…
外出が難しい…
新しい趣味を始めたい！
周りを気にせず学びたい！ など

完全オーダーメイドの個人授業

ネットforシニア
080-4470-4420

よし！  なら おう  フォー シ   ニ   ア

h t t p s : / / n e t f o r s e n i o r . c o m

お気軽に
お問い合わせ
ください ♪
初回相談無料

これから購入をお考えの方へ　購入時サポートサービスもございます

(電波の届かない場合は変更いただく場合もございます)

広　告 掲載広告募集　発行部数112,600部　１枠（約6.5×5.9cm）19,800円（税込み）

ま ち だ 社 会 福 祉 だ よ り 2020年（令和２年）5月 第 211号（３）



町内会自治会に加入しましょう！
自分たちの町は自分たちでしか守れない。町内会自治会は地域のみなさんで創りあげています。

町田市町内会・自治会連合会には本会の
理事・評議員、各種委員として運営・活動
に参画・参加いただいております。

ふれあい
サロン 紹介
線路沿いのエンドウマメ

問い合わせ：地域福祉課 電話042-722-4898

　午後３時にオープン。最初は少人
数でのんびり始まります。午後６時
に「いただきます」ができるように、
午後４時くらいから夕飯の準備を始
めます。同時に隣室では大画面でWii
スポーツ（テレビゲーム）をみんなで
楽しむこともあります。夕飯時には、
一人暮らしの方、ご高齢の方、幼児
連れのご家族、会社帰りの方、全部
で20人弱くらいが集まります。大勢
で食べる手作りご飯はおいしい！と
声をいただいています。どなたでも
お気軽にご参加ください！

●主な場所
ユアチャーチ（町田市森野1-10-10
ペアシティエンドウビル１階）

●主な活動内容
みんなで夕飯作り
大画面でゲーム
おしゃべり

●日　時
毎月第２火曜日
午後３時～９時

●参加費用
大人300円、中学生以下100円
（夕ご飯代として）

どなたでもお気軽に
お立ち寄りください。

みんなで夕飯作りの様子みんなで夕飯作りの様子

掘り出し物があるかも？！
福祉バザーを開催します！

　今年度も民生委員・児童委員の皆様ご協力のもと、福祉バザーを開催し、
地域の皆様から寄贈していただいた物品を販売します。売上金は、ふれあ
いサロンや広報活動等、地域の福祉活動に活用させていただきます。ぜひ、
ご来場ください。
　なお、

問い合わせ：法人総務課　電話042-722-4898

福祉バザーに関する最新情報は本会ホームページやFacebook等をご確認ください。

日時　７月４日（土）午前10時～午後２時（品物がなくなり次第終了）※雨天決行
場所　ぽっぽ町田（原町田４-10-20）
主催　町田市社会福祉協議会　　共催　町田市民生委員児童委員協議会

福祉バザー販売物品の寄贈をお願いします
物品受付期間
寄贈物品送付先・
受付場所
窓口受付時間
いただきたい物品

６月１日（月）～６月23日（火）
〒194-0013原町田4-9-8 町田市民フォーラム4階
町田市社会福祉協議会「福祉バザー」宛（送料は送り元負担）
午前９時～午後５時（土日祝日を除く）
日用雑貨（文具、玩具、陶器、手作り品）、タオル、寝具、
石鹸、洗剤、食品（賞味期限内）　※新品または未使用品に限ります。

正職員募集（学童保育クラブ）
職　　種　学童保育クラブ指導員（正職員）
資　　格　1985年４月２日以降に出生の方（省令３号のイ）で、以下の

資格をお持ちの方または2021年３月末までに取得見込みの方
　　　　　①小学校教諭免許を有する方
　　　　　②幼稚園教諭免許を有する方　
　　　　　③保育士の資格を有し、都道府県知事の登録を受けた方
　　　　　④中学校教諭免許を有する方
　　　　　⑤放課後児童支援員認定資格を有する方
募集人員　若干名
給　　与　大卒 208,916円（給与、地域手当）その他各種手当、賞与等

支給あり
勤務時間　午前８時から午後７時までのうち、休憩時間を除いた一日７時間

45分※残業、シフト勤務あり
休　　日　週休２日、祝日、年末年始
応募方法　５月１日以降に本会ホーム

ページから職員採用試験
実施要項を必ず確認の上、
所定の申込書と受験票を
簡易書留で本会まで送付
してください。締め切りは
５月29日（金）必着。

試 験 日　６月13日（土）実施予定

嘱託職員・夏季臨時職員　同時募集！ 詳しくは本会ホームページをご覧ください。

2020年度 第1回
保育サポート講習会のお知らせ

　地域の中で、子育てのお手伝いをしていただく方を募集しています。保育
サポート講習会を受講して頂きますと、援助会員としての登録ができます。
「保育の心」「子どもの発達と遊び」などについて楽しく学んでいきます。
日時　６月  9日（火） 午前10時～午後３時
　　　６月10日（水） 午前10時～午後３時
　　　６月12日（金） 午前10時～午後４時
場所　町田市民フォーラム４階　第１学習室A・B
費用　1,500円　教材費（普通救命講習）
※３日間受講必須（有資格者は一部受講免除）
※全日出席できない場合は次回に繰り越しての受講も可能です。

申し込み・問い合わせ：学童保育課　町田ファミリー・サポート・センター
　　　　　　　　　　　電話042-703-3990 ／ FAX042-732-3192
　　　　　　　　　　　メール　fami-sapo1@machida-shakyo.or.jp

協栄様・明治安田生命町田支社様から

フードドライブで集まった
たくさんの食品をご寄附いただきました !!

協栄様、明治安田生命町田支社様からご寄附いただいた食品は、行政
機関からの依頼を受けて、食品を必要としている世帯へ提供させて
いただいています。

　町田市立室内プールの指定管理者である
協栄様が３年前から室内プールや各地域
イベント、中学校等でフードドライブに
取り組んでいます。
　そこで集められた食品を社協へお届け
いただきました。

～明治安田生命町田支社様～
　社協だより１月号でお知らせしました
明治安田生命町田支社の町田営業所の社会
貢献活動「フードドライブ」を
今回は町田支社様全体で取り
組み、そこで集まった食品を
ご寄附いただきました。

～協栄様～

　2020年4月1日、相原たけの子学童保育クラブ
は、81名の児童と一緒に町田市社会福祉協議会の
15番目の学童保育クラブとしてスタートしました。
　現在は「緊急事態宣言」が発出され、学童保育クラ
ブも利用自粛となっております。手洗い、うがい、
消毒、換気の徹底など感染防止の対策をしながら、
登所している子どもたちは元気に過ごしています。
　校舎の中の教室２つが学童保育クラブの部屋に
なっていて、畳のスペースもあり、そこでくつろぐこともできます。部屋の中で
の人気の遊びは、将棋やマンカラ（おはじきを使ったボードゲーム）、おままごと
にカプラ（シンプルな積み木）です。最近は、あやとりが大ブームで、１人あや
とりを覚えた３年生の男の子は「無限にできる！」と得意げにやっています。
　外遊びでは、「テンカ」というボール当てゲームが大人気です。早速１年生も
仲間に入ってボールに当たらないようにコートの中を元気に走り回っています。
　豊かな自然に囲まれた環境の中で、子どもたちが安心して伸び伸びと楽しく過
ごせるように支援していきたいと思っています。
　また、今までの相原たけの子学童保育クラブの伝統や歴史も大切にし、本会独
自の取り組みも取り入れながら、地域の皆様に愛される学童保育クラブを目指し
ます。よろしくお願いいたします。

相原たけの子学童保育クラブ（場所：相原小学校）

学 童 保 育 ク ラ ブ だよりNEW
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