
かい と

※児童扶養手当を受給している世帯の子どもと保護者へ、年24回（無料）
お弁当を配達し、ひとり親家庭がいつでも相談できる窓口や、孤立しがちな
世帯が地域とつながるきっかけづくりとして展開している事業です。

※児童扶養手当を受給している世帯の子どもと保護者へ、年24回（無料）
お弁当を配達し、ひとり親家庭がいつでも相談できる窓口や、孤立しがちな
世帯が地域とつながるきっかけづくりとして展開している事業です。

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９月30日まで
実施しております。詳細は本会ホームページでご確認ください。
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合計 812,151円
2020年６月11日～８月５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６月11日～８月５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～

梶川信宏、武川　節、中野渡勝一、島崎寿夫、沓澤豊四郎、村田　功、影山幸枝
太田　弘、吉松欽也、山下州弼、岩井宜子、今国順市、牧野冨士雄、安藤恵一
友本則子、薄井梅子、中島正次、南條恭男、真瀬礼子、近藤德彌、大村統卓
剱持　勝、杉山照子、内田　晃、一石靖江、松永豊子、匿名42名

国際ソロプチミスト町田―さつき、（有）河西工業 代表取締役 河西誠男
（有）セキヤスポーツ 関谷昌司、（福）こひつじ会こひつじ保育園、東雲寺
（有）十和田管工、（株）仲道工務店、玉川学園鍼療所、（福）香楓会 小野路保育園
NPO法人 相原やまゆり会、（福）コメット、（福）友愛十字会 友愛荘
手話グループハンドチャット、（福）光彩会 光の原保育園
（福）慶松会 つるかわ保育園、（宗）寳泉寺、（福）東京援護協会 サルビア荘
（福）東京援護協会 障害者支援施設 町田荘、NPO法人 桜実会、（株）ゼルビア
（福)白峰福祉会、（福）一穂会 成瀬南野保育園、（福）蓮倫会 小山保育園
クラブ天和、みらい薬局 町田店、（株）オンザウェイ、（福）月峰会 杏林荘
（一社）町田市介護サービスネットワーク町田市介護人材開発センター
（一社）ルミノーゾ、（株）ぱれっと 介護サービスぱれっと、（株）大喜
町田要約筆記サークルかけはし、手話サークルまちだ、緑山グランドハイツ
町田第一地区民生委員児童委員協議会、町田第二地区民生委員児童委員協議会
忠生第一地区民生委員児童委員協議会、忠生第二地区民生委員児童委員協議会
堺地区民生委員児童委員協議会、南第一地区民生委員児童委員協議会
匿名４団体

個
　人

団
　
　
　
　
　体

町田市農業協同組合

≪一般寄附≫
　個　　人　熊澤　洋、匿名２名
　団　　体　町田市農業協同組合
　　　　　　南第二地区民生委員児童委員協議会
　　　　　　明治安田生命保険相互会社 町田営業所 所長 山下尚人
　福祉協力店　公民館　喫茶

2019年度 収入支出決算報告

会 費 ・ 寄 附 金
補 助 金
受 託 金
事 業 収 入
負 担 金
介 護 保 険 事 業 収 入
障害福祉サービス等収入
前期末支払資金残高
そ の 他

A
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
I

11,430,028円
214,670,469円
525,004,490円
11,659,422円
760,000円

21,574,050円
54,582,353円
32,997,762円
3,856,608円

Ａ 1.3%
E
0.1%

I
0.4%

Ａ
15.7%

B
9.6%
C
7.1%

C
7.7%

F
49.4%

G 4.0%

D 6.5%

収入総額
876,535,182

B
24.5%

C
59.9%

社 協 の 運 営 の た め
地域での福祉活動のため
障がい者支援事業のため
高齢者支援事業のため
権利擁護事業のため
学童保育事業のため
その他（貸付事業、子育て支援事業など）

A
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ

130,037,321円
79,562,111円
59,059,659円
54,145,572円
63,403,608円
409,036,707円
33,223,025円

支出総額
828,468,003

D
1.3%

F
2.5%

G
6.2%

H
3.8%

申し込み受付開始
2020年度 成年後見制度講演会
落語でわかる！成年後見制度
成年後見制度や相続、遺言について考えてみませんか？

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

　落語家でもあり行政書士でもある“こころ亭久茶”による講演会です。
前半は落語でわかりやすく制度に親しみ、後半で改めてじっくり学べます。
参加申し込みのうえ、ぜひお越しください。
日　　時 10月10日（土）　午後２時～４時（開場　午後１時30分）　
場　　所 町田市民フォーラム３階　ホール
内　　容　成年後見制度や相続、遺言について（車いす席、手話通訳・

要約筆記のご用意ができます）
講　　師　こころ亭久茶（行政書士　木﨑海洋 氏）
定　　員　86名（申し込み順、座席指定）　　　　費用　無料
申し込み 往復はがきの往信文面に参加者全員の氏名、住所、電話番号を

ご記入ください。また、必要に応じて車いす席利用、手話通訳・
要約筆記の利用希望をご明記の上、下記宛先にお送りください。

　　　　　宛先　町田市原町田4-9-8　町田市民フォーラム４階　
　　　　　　　　福祉サポートまちだ　講演会担当宛

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。

※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。

司法書士による成年後見制度相談会

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

　成年後見制度、相続や遺言など、あなたの悩みにお答えします！
日　　時 10月10日（土）　午前10時～午後１時（お一人様　30分間）
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
定　　員　18名（先着順・要事前申し込み）　　　　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。

2019年度　事業報告
　2019年度は、町田市社会福祉協議会にとって、地域福祉活動計画が
求める地域住民の支え合いを基盤とした地域で共に生きる社会の実現に
向けた取り組みが重要と位置付けた年度でした。この重要な方向性を具体
的なものにするために、第四次地域福祉活動計画の３年度目にふさわしい、
市内10か所に及ぶ地区別懇談会をはじめとする小地域福祉活動支援を行
いました。
　また、子どもの育成や子どもを持つ家族への支援を強力に推進しまし
た。一つ目は「おうちでごはん事業」です。ボランティアによる手作り
の弁当をボランティアの手で児童扶養手当受給世帯の子どもと保護者に
配達し、孤立しがちなひとり親家庭が相談しやすい環境づくりをしま
した。二つ目は「ファミリー・サポート・センター事業」です。地域に
おいて子育ての手助けをしてほしい人（依頼会員）と、子育ての協力をし
てくれる人（援助会員）をマッチングしました。
　さらに、高齢者・障がい者に関する事業として、成年後見制度における
事業充実具体化委員会の実施と中核機関へのステップアップを準備しま
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）　　　　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。

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

　任意後見制度と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 10月23日（金）　午後２時～３時30分
場　　所 忠生市民センター　会議室１
定　　員　12名（申し込み順） 　　　　費用　無料
申し込み 電話またはFAXで氏名・住所・電話番号をお知らせください。

ま ち だ 社 会 福 祉 だ よ り 2020年（令和２年）9月（２）第 213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

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

そ の 他

町田第一高齢者支援センター
みずきの家
個人（視覚障がいのある方）
個人
NPO法人ゆどうふ

森　野
本町田
忠　生
中　町
小山町

将棋やお話しの相手
デイサービス施設の掃除、デイ活動の畑手入れ
自宅近くのスーパーで買い物代行
老人ホームに入所中の高齢者への傾聴ボランティア
利用者の話し相手、簡単な事務作業・電話応対

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

募　　集　　内　　容

ベニ丸
です

移動支援ボランティアになろう！
福祉有償運送運転の資格が取得できる国土交通大臣認定研修です

受講生募集

ボランティア・
市民活動団体支援講座

福祉体験学習

　今月号の担当は、休日はうさぎさんと一緒に
おうち時間を楽しんでいる小原です！１年前に
住み慣れた地元である仙台市を離れ、一人と一
匹で町田市に来ました。現在、「まちだ社会福祉
だより」の担当として、より見やすい紙面づくり
に励んでいます。まだまだ未熟者ですが、様々
なことを吸収して頑張りたいと思います！

法人総務課　総務係　小原ほのか　

申し込み：町田ボランティアセンター　電話042-725-4465
申し込み：町田ボランティアセンター　電話042-725-4465

申し込み：町田ボランティアセンター　電話042-725-4465

新人職員のつぶやき

　買い物や通院などの外出に不便を感じている地域の方々を支援する「地
域支え合い型ドライバー養成研修」を開催します！運転ができれば、どな
たでもボランティアとして活動できます。「定年退職して、自由な時間がで
きたなぁ」「家事が終わると、少し時間があるわ」という方、ちょっとした
時間を有効活用してみませんか。

日　　時　11月10日（火）、17日（火）、24日（火）　　
　　　　　午前10時～午後４時10分
場　　所　せりがや会館〈原町田4-24-6〉　
対　　象　研修終了後、移動支援ボランティアと
　　　　　して活動可能な方
定　　員　20名（申し込み順）
持　ち　物　自動車運転免許証
申し込み　町田市高齢者福祉課　電話042-724-2146
　　　　　（受付は10月１日（木）午前９時より）

「初めて学ぶ災害ボランティア」
　大規模災害の際には、「ボランティア」が復興の大きな力になっています。
本講座では初心者の方を対象に、災害ボランティアや災害ボランティア
センターの立ち上げに関する一連の流れについて、総合的に学び、体験
できる内容となっています。

「団体のお悩み、みんなで解決しよう！」 参加者募集

みんなでコロナを乗り越えるぞ基金＠町田

支援ボランティア養成講座 参加者募集

　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。
　仲間集めのコツについてのミニ講座もあります。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。

　市内の小中学校等で、福祉体験学習（車いすやアイマスクの体験学習）に
よる、子どもの学びに関わってみませんか？福祉体験学習をとおして、社会
にはいろいろな立場の人がいること、共に生きることの大切さを学びます。
　子どもたちの心を豊かに育てるお手伝いをしたい方をお待ちしています。

残り16日！！

対　　象　災害ボランティア、災害ボランティアコーディネート、
　　　　　災害ボランティアセンターに興味・関心のある方
日　　時　１日目　９月13日（日）　午後１時～４時
内　　容　　前半：講義「町田で災害が起こったら」
　　　　　　　　　地域防災計画や市民としての防災・減災の取り組みについて
　　　　　　後半：講義「災害ボランティアとは？」
　　　　　　　　　災害ボランティアの基礎知識や災害ボランティアセン

ターの役割について
　　　　　２日目　９月27日（日）　午後１時～４時
　　　　　　演習「災害ボランティアセンター運営のシミュレーション」
場　　所　町田市民フォーラム４階　会議室
講　　師　町田市防災安全部防災課職員  災害支援・防災教育コーディネーター　宮﨑賢哉 氏
定　　員　20名（申し込み順）　　　費　　用　1,100円（税込み）
※10月18日（日）に実施される町田市総合防災訓練（場所：町田第一小学校）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行います。本講座の受講と併せて、ぜひ訓練にもご参加ください。

日　　時　10月28日(水)　午後２時～４時
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事務局長）
定　　員　30名（申し込み順）
費　　用　550円（税込み）

日　　時　10月16日（金）　午後１時30分～３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ほか
講　　師　町田市学校支援センター職員
定　　員　20名（申し込み順）
費　　用　550円（税込み）
内　　容　福祉体験学習の現状とボランティアの

役割についての講義
　　　　　車いす・アイマスク体験、ボランティア

協力者と意見交換
　　　　　＊講座修了後、別日で学校での福祉体験授業を

体験する予定です。

　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。

小学校で車いす体験授業を
行っている様子

　まちの困りごとを最前線で支援している市民活動団体を応援するため
に、８月３日からクラウドファンディングを始めました。これまで、
多くの方からご声援、ご協力をいただいており、感謝とともに身が引き
締まる思いです。
　コロナ禍において、困りごとを抱える方たちを支援
する市民活動団体が、引き続き活動し、支援を必要と
する方たちにその手が届けられるよう、皆様のご協力
をどうぞよろしくお願いいたします。
サイトURL掲載  https://camp-fire.jp/projects/305818

★公開ライブ収録★250名限定！
町ガ結成5周年記念のライブ撮影イベント
（別途有料）を開催。後日作品に！
特別な日をご一緒に！

6才～ 発売中入場料 4,400円（中学生以下2,200円）
9月21日（月・祝） 16:30開演
2020年

特定非営利活動法人

福祉サービス第三者評価者募集！ 
●一般企業を含む経営分野で、３年以上役員を経験された方 
●福祉、医療、保健分野の以下の有資格者で３年以上経験された方

社会福祉士、保育士、介護福祉士、看護師、准看護師、保健師、 
精神保健福祉士、介護支援専門員、訪問介護員、理学療法士、 
作業療法士、言語聴覚士、栄養士

●パソコン操作で添付資料の送受信に慣れている方 

http://www.iryokaigo.org/ 
iryo-kaigo.info@tbh.t-com.ne.jp 

「東京都福祉サービス第三者評価機関」

℡（042）797－5403

広　告 掲載広告募集　発行部数109,800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
なないろのお家

問い合わせ：地域福祉課 電話042-722-4898

　2018年5月に常盤町にopenした
子育てサロンです。小さい赤ちゃん
から、元気いっぱい遊ぶ子どもたち、
いろんな年齢の子どもたちが楽しめる
場所、そしてお母さんの癒しの場所に
なればいいなと思っています。庭の
畑に野菜を植えて収穫、バブルアート
とシャボン玉遊び、衣服やおもちゃの
交換会など親子で楽しめるイベントを
企画しています。

●主な場所
フォレスト常盤

●主な活動内容
地域の交流、お母さんの情報交換

●日　時
不定期
午前10時～午後２時
※活動内容によって変更あり

●参加費用
1家族200円

ぜひ遊びに来てくださいね！

募金受付期間

【募金専用郵便振替口座】00100-8-650367　【口座名義】共同募金町田地区協力会
【問い合わせ窓口】町田地区協力会（町田市社会福祉協議会）
　　　　　　　　　電話042-722-4898　FAX042-723-4281

令和元年度配分報告

赤い羽根共同募金に
ご協力お願いいたします。

　皆様からお預かりした募金は、東京都共同募金会より配分を希望する都内の民間福祉施設や団体等へ
配分されます。令和元年度は町田市内の福祉施設・団体等に9,443,000円が配分されました。

本会は東京都共同募金会町田地区協力会として共同募金を推進します。
昨年度は 4,513,658 円の、ご寄附をいただきました。
今年度も皆様のあたたかいご協力をお願いいたします。

● 高齢者施設の備品整備・購入について ………………………………… 2,500,000円
● 児童施設・保育園の備品整備・購入等に対して ……………………… 2,679,000円
● 障がい者施設の備品整備・訓練費用等に対し ………………………… 3,304,000円
● 町田市社会福祉協議会が行うふれあいサロン事業に関して …………… 960,000円
※配分内容の詳細は、インターネットでご覧になれます。「赤い羽根データベースはねっと」https://hanett.akaihane.or.jp/hanett/pub/home.do

　例年、10月１日には町田市民生委員・
児童委員の協力を得て、市内各所で赤い
羽根募金「街頭募金活動」を行っていまし
たが、今年度は、コロナウイルスの感染
拡大防止のため、昨年度までの実施方法
を若干変更します。
　募金活動は、12月28日（月）まで行い
ますので、変わらぬご協力をお願いいたし
ます。

2020年度 第３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ける方を募集しています。
保育サポート講習会を受講していただきますと、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　11月25日（水） 午前10時～午後３時
　　　11月26日（木） 午前10時～午後３時
　　　11月27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

ファミ
サポ

正職員募集
職　　種　Ａ事務局職員（正職員）　Ｂ学童保育クラブ指導員（正職員）
資　　格　Ａ1990年４月２日以降に出生の方（省令３号のイ）で以下のいず

れにも該当する方または、2021年３月末までに取得見込みの方
①社会福祉主事任用資格または、社会福祉士等それに類する
資格を有する方
②普通自動車免許を有する方(オートマ限定可)
Ｂ1985年４月２日以降に出生の方（省令３号のイ）で以下のいず
れかに該当する方または、2021年３月末までに取得見込みの方
①保育士の資格を有し、都道府県知事の登録を受けた方
②幼稚園・小学校・中学校教諭免許のいずれかを有する方
③放課後児童支援員認定資格を有する方

募集人員　若干名　　　休日　週休２日、祝日、年末年始
給　　与　大卒208,916円（給与、地域手当）その他各種手当、賞与等
勤務時間　Ａ午前８時30分～午後５時15分

Ｂ午前８時から午後７時までのうち休憩時間を除いた１日７時間45分
※A・Bともに残業、シフト勤務あり

応募方法　９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綱を
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９月９日（水）必着

　本クラブは現在89名の児童が在籍してい
ます。夏季保育期間中は新型コロナウイルス
感染症拡大防止のため例年行っていた外部
の方を招いてのイベントや水遊びは実施を
見合わせましたが、校庭での虫捕りや夏祭り
ムードのお楽しみおやつ、プラバン工作、
うちわ製作などを企画して楽しく過ごしま
した。暑い毎日でしたが、校庭には木陰が
たくさんあり、日差しを避けながら外遊びも
たくさん楽しみました。
　学年男女の垣根を越えて仲良しの子ども
たち。人気のブランコも順番待ちができると、
「つぎどうぞ！」「ありがとう！」と時間を見て
譲り合いながら楽しんでいます。困っている子
にはすぐに「大丈夫？」と優しく声をかけて
くれる姿に成長を感じる日々です。これから
も子どもたちが楽しくのびのびと過ごせる
よう、個々の気持ちに寄り添いながら支援
していきたいと思います。

鶴川第四学童保育クラブ（場所：鶴川第四小学校内）

学 童 保 育 ク ラ ブ だより
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