
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。

申し込み・問い合わせ：生活福祉資金担当　電話042-722-4898　午前９時～午後５時（祝日を除く月～金曜日）
厚生労働省設置の相談コールセンターでもご相談いただけます。電話0120-46-1999　午前９時～午後９時（土日・祝日含む）

　一定の所得に満たない世帯の中学３年生と高校３年生またはそれに準
ずる方（中途退学者や浪人生等）を対象に、学習塾の費用と受験費用の
貸し付けを無利子で行う事業です。ご利用には条件がございますので詳細
につきましては電話にてお問い合わせください。
　申し込みには、所定の書類の提出が必要です。2020年度の申込書類提出
期限は、2021年１月29日（金）です。
　作成に時間を要する書類もあるため、12月25日（金）までにご相談くだ
さい。

　生活福祉資金制度は、所得の少ない世帯、障がい者や介護を要する高齢者
のいる世帯に対して、生活の安定と経済的自立を図るために資金の貸し付けと
必要な相談支援を行う社会福祉制度です。

貸付種類
学習塾等受講料貸付金（上限200,000円）
受験料貸付金（中学３年生：上限27,400円／
　　　　　　　高校３年生：上限80,000円）

貸
付
種
類

問い合わせ：受験生チャレンジ支援貸付担当　電話042-722-4898
　　　　　　開所日時　午前９時～午後５時（祝日を除く月～金曜日）

問い合わせ：生活福祉資金担当　電話042-722-4898
　　　　　　開所日時　午前９時～午後５時（祝日を除く月～金曜日）

　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緊急小口資金等の特例貸付を
実施しております。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
お問い合わせください。なお、受付は９月30日までを予定しております。詳細は本会ホームページでご確認ください。

緊急小口資金

対　象　者

貸付上限額
据 置 期 間
返 済 期 限
連帯保証人
貸 付 利 子

緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、
少額の費用の貸し付けを行います。

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、
休業等により収入の減収があり、緊急かつ
一時的な生計維持のための貸し付けを必要
とする世帯
※新型コロナウイルス感染症の影響で収入の減少
があれば休業状態になくても対象となります。
20万円以内（一括交付）
１年以内
２年以内（24回以内）
不要
無利子

総合支援資金

対　象　者

貸付上限額

貸 付 期 間
据 置 期 間
返 済 期 限
連帯保証人
貸 付 利 子

生活再建までの間に必要な生活費用の貸し付けを行います。
※交付まで１か月ほどかかる可能性がございます。

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、
収入の減少や失業等により生活に困窮し、
日常生活の維持が困難となっている世帯
※新型コロナウイルス感染症の影響で収入の減少
があれば休業状態になくても対象となります。

・二人以上世帯　月額20万円以内
・単身世帯　　　月額15万円以内
原則３か月以内
１年以内
10年以内（120回以内）
不要
無利子

※今回の特例措置では、返済時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の返済を免除することができます。

● 教育支援資金
所得の少ない世帯に対して進学・修学の継続を支援し、世帯の
将来的な自立につなげるための貸付制度

● 緊急小口資金
緊急かつ一時的に困窮する世帯の自立を支援するための貸付制度

● 総合支援資金
再就職に向けて「世帯」の生活再建を支援するための貸付制度

● 不動産担保型生活資金
※貸し付けご利用には一定の要件と審査がございます。お早めにお問い合わせください。
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　　町田ボランティアセンター
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合計 1,220,500円
2020年４月11日～６月10日現在

ご寄附ありがとうございました

（敬称略・順不同）

（敬称略・順不同）

2020年４月11日～６月10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　松香光夫、髙橋和子、竹内和也、角田和代、山田正人、野村謙二
　　　　岡本芳己、小椋松子、小林カツ子、佐々木のり、小野敏明
　　　　馬場昭乃、叶内昌志、匿名18名
団　体　株式会社ケイアンドエム、森下税務会計、匿名１団体

≪一般寄附≫
　個　人 今村美絵子、武川　節、匿名３名
　団　体 戸大建設工業株式会社、岩波建設株式会社
　　　　　 コープみらい 地域クラブ フリーマーケット
　　　　　 英文学の楽しみ 代表 高須和徳

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 ７月30日（木）　午後２時～３時30分
場　　所 小山市民センター　第３会議室
定　　員　10名（先着申込順）
参加費用　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。 万が一の火災や事故から

あなたと大切な人を守るために

2020年度会員募集
あなたの思いが地域を支える！
会員になって一緒に福祉のまちづくりに参加しませんか。

　家の中には、高齢者やお身体の不自由な方に気がつきにくい、防災上
注意が必要なところがあります。例えば家の中にいるとき、東日本
大震災のような地震が起きたら、皆様のご自宅は安全でしょうか？
　ほんのちょっとしたことに気が付くだけで、万が一の火災や事故から、
あなたやあなたの大切な人を守ることができます。
　町田消防署では、実際に高齢者やお身体の不自由な方のお宅を訪問し、
住まいにひそむ火災・地震・家庭内事故等の危険とその対策についての
アドバイスを無料で行っています。消防職員が皆様の身近な存在となって
寄り添い、協力しながら、住まいの診断を行います。お気軽に町田消防署
までご相談ください！

　本会の趣旨目的に賛同し、財政面で支えてくださる方を社協会員と呼んで
います。皆様の参加・参画をいただきながら、さまざまな福祉事業を展開
することで、地域福祉の向上に努めて参ります。本会の活動をご理解のうえ、
ぜひ地域福祉活動の担い手として、会員になってご協力ください。

　会員募集は、各町内会・自治会、民生委員児童委員協議会をはじめ、
個人、グループ、サークルの方々からも広く受付しています。
　2019年度の会費総額は7,248,191円でした。
　深く感謝申し上げます。ご協力ありがとうございました。

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
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
定　　員　４名（要予約）
参加費用　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。

ほのぼの定期貯金

問い合わせ：町田市農業協同組合 本店 金融部 信用課　電話042-850-9211

　町田市農業協同組合（JA町田市）では、地域住民が主体となって福祉に
貢献している社会福祉協議会の目的に賛同し、「ほのぼの定期貯金」を
取扱い、平均貯金残高の0.15%相当額を寄附させて頂いております。
　定期貯金を通した地域福祉・地域貢献としてぜひご協力お願いします。

2020年度成年後見制度講演会
落語で分かる！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

問い合わせ：町田消防署　地域防災担当　電話042-794-0119

　落語を通して成年後見制度についてわかりやすくお伝えします。
日　　時 10月10日（土）　午後２時～４時
場　　所　町田市民フォーラム３階　ホール
参加費用　無料
講　　師　きざきFP総合オフィス　代表 木﨑海洋（落語家 こころ亭久茶）
申し込み　９月１日（火）から受付開始予定

司法書士による成年後見制度相談会
　現役の司法書士へ成年後見制度の利用についてご相談いただけます。
日　　時 10月10日（土）　午前10時～午後１時45分
場　　所　町田市民フォーラム４階　ボランティア講習会
参加費用　無料　　　　　　対　　応　町田市司法書士会
申し込み　９月１日（火）から受付開始予定

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。

予告

※新型コロナウイルスの影響により使用会場の利用が中止された場合は、開催を中止とします。

※新型コロナウイルス感染拡大が見込まれた場合は、来所以外の方法での相談実施や次月
　への相談延期となる場合がございます。

※新型コロナウイルスの感染拡大防止状況により、町田市のイベントが中止となった場合は開催を中止します。

200円以上

2,000円以上

10,000円以上

会員の種類（年度単位）

正　会　員

賛助会員

特別会員

【会費の納入方法】
■直接窓口へ
　町田市民フォーラム４階
■郵便振込　
　加入者名称
　社会福祉法人町田市社会福祉協議会
　口座番号　64146＝９＝00160

同日開催

ちょっと
お知らせ
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　現在も市内のボランティアに関するご相談を受け付けておりますが、新
型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、施設や団体等においては
ボランティアの受け入れを休止されています。ボランティア活動中の感染
リスクも考えられることから、緊急性のあるご相談で依頼者・ボランティア
の双方が感染防止対策や、リスクについてご理解いただいた場合のみ、
ボランティアのご案内をいたします。

　　　夏！体験ボランティア（７～８月）
　　　　毎年、多くの方にご参加いただいておりますが、今年度は新型

コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、残念ながらキャン
ペーンという形での実施は見送らせていただくことになりました。
ただし、ご事情に応じては、できる限りの対応を検討したく思いま
すので、ご希望の方は、お気軽にボランティアセンターへご相談
ください。

　　　①手話講習会―７月末より開講予定、受講生申し込み受付中
　　　②ボランティア団体活動支援講座―秋頃予定
　　　③傾聴ボランティア養成講座―2021年１月～２月

　「ボランティアに興味があるけれど、
いったいどうすればはじめられるの？」
といった、これからボランティア活動を
しようとしている学生や若い世代の方
向けのパンフレットをさがまち学生
Clubの学生と作成をいたしました。
町田ボランティアセンター窓口にて配布、
ホームページからダウンロードもでき
ます。

ボランティアセンターからのお知らせ

新人職員のつぶやき

ボランティアのご相談について

主催事業を中止・延期しています

ボランティアの心得冊子ができました！！

中止

延期

　埼玉が出身の私にとって、町田市は学生生活の４年間を過ごした
土地でした。大学を出てからこれまで紆余曲折。ダンスの舞台を仲間と
作ったり、海外での生活。一般企業の就職や山小屋でのバイト。社会
福祉士資格取得に向けての勉強や、他社協での勤務と重度身体障がい者
のヘルパーなどがありました。今、縁あってまたこの土地で生活を始めら
れた事を嬉しく思います。これまでの様々な経験を活かしつつ、 今いるこの
場所で自分ができることを精一杯努めたいと思います。

相談支援課 相談支援係　畦上玄太　

福祉バザー開催中止の
お知らせ

　毎年ご好評いただいております「福祉バザー」
について、今年度は７月４日（土）に開催を予定
しておりましたが、新型コロナウイルス感染症の
影響により中止とさせていただきます。皆様の
ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

ボランティアの広場ボランティアの広場
　様々なイベントや講座など人の集まる機会が中止や延期となり、早４ヶ月が過ぎようとしています。町田ボランティアセンターにおいて
も、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に努め、順次業務を再開いたします。
　何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。ボランティアセンターでは日々の活動や事業についてこの状況下でどのような形で
出来るか模索しています。

問い合わせ：町田ボランティアセンター　電話042-725-4465

問い合わせ：法人総務課　電話042-722-4898

2019年度地区別懇談会実施報告
～シニアの力で南地区を元気に！

　2019年度の南地区別懇談会は『いくつになっても活躍できるまち・南』
をテーマに開催し、ご近所の元気な高齢者に、ボランティア活動や地域の
支え合い活動、介護予防活動などの地域活動に参加してもらうために、何が
できるのかをみんなで話し合いました。
　前半は、回想法を取り入れた認知症予防活動を行っている『むかし語りの
会』、市内の小中学校で車いす・アイマスク体験学習の支援を行っている
『地域支援スタッフ』、介護予防活動の講師や多世代交流活動の担い手など
に関わっている『介護予防サポーター』から事例報告をいただき、シニア
世代の地域活動への関わりについて、お話をいただきました。

　グループでの話し合いでは、前半の事例報告を参考に「近所の高齢者が
地域活動に一歩踏み出すためにできること」について話し合いました。
「知人・友達と一緒だと安心して参加できる」「気軽に参加できる雰囲気
づくりなど、地域活動へのハードルを低くする」「どんな活動があるのか
知ってもらうための情報発信・宣伝などが必要」といったご意見がたくさん
出ました。
　地区別懇談会の実施結果を踏まえ、地域の関係者や高齢者支援セン
ターと連携しながら、シニア世代の「地域デビュー」を進めていきます。

実施地区 南地区 実　施　日 2020年１月27日（月） 場　　所 南市民センター

対象地域 小川１～７丁目、金森１～７丁目、金森東１～４丁目、つくし野１～４丁目、
鶴間1～ 8丁目、成瀬が丘１～３丁目、南つくし野１～４丁目、南町田１～５丁目

「まちだ社会福祉だより」に
広告を載せてみませんか？

１枠　19,800円
２枠　39,600円

※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」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。

問い合わせ：総務係　電話042-722-4898㈹まで

広告料
（税込み）

リズム体操からシークエンス
テンダンス（社交ダンス）へ

開講日時：2020 年 9 月開講 水（夜）土（昼）
※年齢 20~50 歳位を対象（原則）
開催場所：町田駅周辺の市の施設を利用

参加費用：月謝 3000 円
（スポット１回８００円）入会金無し

申込方法：電話、メール、FAX
申込締め切り日 2020 年 8 月 31 日
（申込先）〒194-0045 町田市南成瀬 2-24-10

MYLC 養成教室 田中米司
（町田市ダンススポーツ連盟加盟団体）
電話 042-732-0861 FAX 042-732-0862

Mail：assist@aourora.ocn.ne.jp

仕事の後のストレス解消・健康づくりに

広　告 掲載広告募集　発行部数110,000部　１枠（約6.5×5.9cm）19,800円（税込み）
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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
さくらなかよし会

問い合わせ：地域福祉課 電話042-722-4898

　主に懐かしい曲に合わせて踊る歌謡
舞踊や盆踊りを、踊りの先生に指導
いただきながら、毎週、元気に楽しく
活動しています。地域のお祭りや高齢
者施設で披露することを目標に頑張っ
ています。
　今年は、手芸も取り入れ、ビーズで
ネックレス作りに挑戦する予定です。
　高ヶ坂第２アパート集会所に黄色の
ふれあいサロンの旗が立っています。
ぜひ見学にいらしてください。

●主な場所
町田市高ヶ坂７-28
都営第２アパート集会所

●主な活動内容
歌謡舞踊、手芸、カラオケ
茶話会

●日　時
毎月第１～４火曜日
午前10時～正午

●参加費用
月300円

休憩中に茶話会もしています！
どなたでもご参加お待ちしております！

「福祉のしごと相談・面接会」開催します！

　市内の障がい者・高齢者・児童施設への就職に関する合同の相談・面接
会です。雇用形態は正職員・非常勤・パートなど、あなたのご都合にあわ
せて働くことができます。相談員による福祉のしごとに関する相談や、
事業所の担当者と直接話せる機会です！服装自由。履歴書不要。
日　　時　９月12日（土）正午～午後４時（受付開始：午前11時半）
内　　容　１　オリエンテーション

　　正午、午後１時、午後２時の３回行います。
　　（参加の場合は要事前予約）　各回定員40名
　　①東京都福祉人材センターによる福祉の仕事ガイダンス
　　②参加施設による職場の魅力PRタイム
２　個別面接　個別ブースにて福祉施設・事業担当者と参加者
　　　　　　　の個別面接
３　個別相談　東京都福祉人材センター、町田市介護人材開発
　　　　　　　センターによる個別総合相談

場　　所　町田市民フォ－ラム４階
参加方法　事前に電話で申込みをお願いします。オリエンテーションは

自由参加となります。（申し込み時に確認させていただきます）
　　　　　※新型コロナウィルス感染拡大防止のため、中止になる場合があります。

問い合わせ：地域福祉課　電話042-722-4898

やっぱり町田で働きたい！そんな方にイチオシのお仕事です！

　玄米138kgを金森にお住まいの倉本
俊司さまから「緊急事態宣言で学校に行け
ない子ども達や、困窮している方々へ
役立てて欲しい」とご連絡をいただき、
ご寄附いただきました。食事に困難して
いる世帯へ提供させていただきます。

　南町田グランベリーパーク内の「ひつじの
ショーンビレッジカフェ」さんからクッキーの
ご寄附をたくさんいただきました。
　おうちでごはん事業の利用世帯や障がい者施
設、学習支援を行っている団体さんへお配りし
ました。おうちでごは
んを利用している子ど
も達からかわいいメッ
セージが届きました。

お米・クッキーのご寄附を
いただきました!!

フードバンク事業

●お米

●クッキー

2020年度 第2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頂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　９月１日（火） 午前10時～午後３時
　　　９月３日（木） 午前10時～午後３時
　　　９月４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。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止になる場合があります。

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

講習会の様子（手遊びを練習中）

ファミ
サポ

　児童扶養手当を受給している、ひとり親家庭の
皆様へ通知を送り、168世帯（446食）のたくさん
の申し込みの中から厳正に審査させていただいた
62世帯（165食）の利用者の皆様に、５月11日より
お弁当配達を開始しました。
　緊急事態宣言の中、配達ボランティアさんは、
マスクやフェイスシールドを着用し、感染拡大防止
や衛生管理に十分注意を払い、配達を行いました。
　配達前の利用者の皆様への事前面談が出来ず、
開始までに不安もありましたが、利用者の皆様、
配達ボランティアさんの協力により、無事に皆様
にお弁当をお届けすることができました。

お弁当配達がはじまりました!!
おうちでごはん事業

　金森学童保育クラブは新１年生を迎えて80名で新年度をスタートしましたが、
新型コロナウイルスの影響で約３か月、各ご家庭の自粛協力をいただき、少人数
で密を防ぎながら過ごしてきました。小学校の再開に伴い、徐々に子どもたちの
出席も増え、普段のクラブの生活を取り戻しているところです。
　もちろん、今までのようにはいかないこともたくさんあります。マスクの着用
や手洗い・うがいの徹底、距離をとってのおやつの時間。子ども同士でも、
「マスクしてね。」「手洗った？」と自然に声を掛け合い、意識して取り組んでいる
姿が見られます。
　そんな中、楽しみなのは外で思いきり遊ぶ時間です。お友だちが少ないと盛り
上がらなかったサッカーやドッジボール。「やっとできる！」と嬉しそうにボール
を持って走っていく姿を笑顔で見守る毎日です。引き続き、感染対策をしっかり
行いながら、この日常を守っていきたいと思います。

金森学童保育クラブ（場所：南第三小学校）

学 童 保 育 ク ラ ブ だより
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