
　皆様からお預かりした募金は「東京都共同募金会」へ納付されたのち、配分
され、地域に根差した様々な活動に役立てられています。今年も歳末たすけあい・
地域福祉活動募金へのご理解とご協力をお願いします。

募金受付期間：12月1日（火）～12月28日（月）
～今年も皆様のあたたかいご協力をお願いいたします～

※共同募金への寄附金には税の控除があります。

募
金
の
受
付
方
法

2020年度歳末たすけあい運動

１．東京都共同募金会 町田地区協力会　
　　事務局：町田市社会福祉協議会 町田市民フォーラム４階
　　募金受付時間：平日 午前８時30分～午後５時
２．郵便振り込み
　　振替口座：00130＝4＝66515
　　加入者名：社会福祉法人町田市社会福祉協議会 歳末たすけあい
３．募金箱
　　市内の各市民センター等に設置しています。

一般表彰の皆様一般表彰の皆様

役員表彰の皆様・絵画作品展会長賞受賞者役員表彰の皆様・絵画作品展会長賞受賞者

2020年度表彰式を執り行いました

武川　　節　　内田　好和

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

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。

歳末たすけあい地域福祉・
ボランティア活動助成の申請を受け付けます

「歳末たすけあい運動」で寄せられた募金は、町田市内で地域
福祉活動を行うボランティアグループや福祉団体に配分されます。

申し込み　地域福祉課　電話042-722-4898（代）

●申請書類の配布・受付場所と期間
　場　　　所：本会窓口
　期　　　間：11月２日（月）～ 12月28日（月）
　　　　　　　午前９時～午後４時（祝日を除く月～金曜日）
　申請書提出：本会窓口または郵送にて受付　
　※申請書類は、本会ホームページからもダウンロードできます。
　※申請の際は、必ず事前連絡のうえ、ご来所ください。また書類作成
　　には時間がかかりますので日程には余裕を持ってご準備ください。
●申請説明会
　①11月20日（金）午前10時～　②12月4日（金）午後2時～
　町田市民フォーラム４階 ボランティアセンター講習室にて
　（①・②どちらかにお申込みください）
　初めて申請される方は、できるだけ説明会にご参加ください。

　10月17日（土）町田市健康福祉会館で、石阪丈一市長、熊沢あやり市議会議長
ご出席のもと表彰式を執り行いました。本会の事業推進や地域における社会
福祉の推進に寄与された方々及び、町田市内学童保育クラブ絵画作品展会長賞
受賞者に、本会の会長、小野敏明から表彰状・感謝状が贈られました。

被表彰者紹介（敬称略・順不同）
一般表彰

2019年7月1日から2020年6月30日までに特に高額な金品のご寄附又は募金をしていただいた方
＜表彰状＞

青山　豊子　　奥山　　孝　　萩原　行夫　　宮原　久枝　　田中　美穂
星だいすけ　　鈴木　敬之

役員表彰

本会の役員等として長期間にわたり本会の発展に寄与された方
＜感謝状＞

竹内　弥代
絵画作品展
＜会長賞＞

髙橋　栞奈　　佐伯　拓斗　　西村　陽音＜優秀賞＞
水上　悠凪　　森田　千鶴　　佐藤　瑛士　　中丸日佳梨
伊藤　　紬　　大原　和夏　　猿渡　怜菜　　長嶺　百花

＜佳　作＞

個人

団体

今国　順市　　　松香　光夫　　　前田　信子　　　中島　正次　　　
匿名５名

町田市老人クラブ連合会　　町田遊技場組合　　町田市農業協同組合
藤の台地区民生委員・児童委員　　東京町田ライオンズクラブ
東京町田クレインライオンズクラブ　　あさひグループ
岩波建設株式会社　　株式会社ケイアンドエム

2019年7月1日から2020年6月30日までに5万円以上の金品のご寄附又は募金をしていただいた方、
10万円以上の金品のご寄附又は募金をしていただいた団体

＜感謝状＞

※絵画作品展については４面でご紹介しています

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12月末まで
延長して実施しております。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 471,252円
2020年８月６日～ 10月９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８月６日～ 10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～

≪一般寄附≫　個　　人　渥海清志、匿名４名
　　　　　　　福祉協力店　合掌の郷 町田小野路霊園　

個　　人　石間　裕、田村幸子、和泉幸子、金沢源司、金沢一代、匿名４名
団　　体　NPO法人 医療・介護情報ネットワーク
　　　　　（福）三泉会　ゆうき山保育園

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
　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。

※街頭募金の写真は昨年度のものです。

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。

受験生チャレンジ支援貸付制度のご案内
　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に
ついて、無利子で貸し付けを行う事業です。受験に合格し高校や大学等に
入学した場合は申請により返済が免除になります。
　ご利用には要件がございますので詳細につい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。
　提出書類の作成に時間を要することもあるため、2020年12月25日（金）
までにご相談ください。

赤い羽根共同募金運動実施中！
　全国一斉に10月１日から令和２年度赤い羽根共同募金運動がスタート
しました。
　町田市内でも町内会・自治会のご協力に加え、市内各所に募金箱を設置
して、皆様のご協力をお願いしています。皆様からお預かりした募金は、
市内の民間福祉施設や団体等に配分されます。赤い羽根共同募金運動は
12月末まで実施しておりますので、引き続きご協力いただきますよう、よろ
しくお願いします。

生活福祉資金貸付制度のご案内

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）

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

問い合わせ：ベーカリーひあたり（富士作業所）電話042-791-1755

問い合わせ：地域福祉課　電話042-722-4898

　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。

・教育支援資金
　所得の少ない世帯の自立につなげるために、高校・専門学校・短大・

大学の入学金、授業料等を支援する貸付制度
・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
　不動産を担保として生活費を支援する貸付制度

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！

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

※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。

♡あいちゃんクッキー
新商品「カフェラテ味」を
発売します！！
　発売開始は11月１日からです。
　コーヒーの風味が引き立つように工夫しました！
ぜひご賞味あれ！！

クリスマスセット発売！
　今年もあいちゃんクッキークリス
マスセットを販売します。
　新商品のカフェラテ味も入ってます。
　赤と青の２種類から
お好みでどちらかお選び
ください。

（内容、量は一緒です）

12月１日（火）から販売いたします！！
セット
内　容

むらさき芋のツリー、ハートのあいちゃん１枚
（プレーン）、レモン、カフェラテ、黒糖、ごまの６つの味が
入ってます。

ご報告

11/1

今年度も

　「あいちゃんクッキー」は、福祉施設「富士福祉会」と本会との協働事業と
して取り組んでおります。売上金の一部は、地域福祉事業のために使われます。

　例年、10月１日には町田市民生委員・児童委員協議会のご協力
を得て、市内各所で街頭募金を実施しておりますが、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、町田駅周辺
に限り本会職員による街頭募金を行いました。
　当日は、午後の２時間という短い時間でしたが、皆様のご協力に
より22,267円集まりました。ありがとうございました。

１セット
500円（税込）
です。

●クリスマスセット取扱店

ここわ

ベーカリーひあたり（富士作業所）
公民館喫茶コーナー
まちだ名産品の店　心和
町田市民病院内売店
せりがや会館１階　管理事務所

森のレストラン（町田市民ホール内）
カフェマーケット

（和光大学ポプリホール１階）
国際版画美術館
ツーリストギャラリー
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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

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

高 齢 者

デイサービスゆらり

おりづる苑かなもり

個人

本町田

金森東

本町田

お話し相手、お茶出し、作品制作の手伝い、将棋や麻雀の相手

傾聴、お皿洗い、お茶出し、庭の雑草取り

お話し相手、散歩

～活動者の声～
頼める人がいると言うのは安心につながります。

街で声を掛け合える関係になれば
安心して暮らせます。

地域の人達が隣同士で助け合いながら
ずっと暮らせる街にしていきたいです。

職　　種　学童保育クラブ指導員（嘱託職員）
勤務場所　本会が運営する学童保育クラブ（町田市内15クラブ）のいずれか
勤務時間　①午前９時30分～午後６時／午前10時30分～午後７時（7.5時間勤務） 
　　　　　②午前11時～午後６時（６時間勤務）（午後７時までの勤務有） 
　　　　　※学校休業日（土曜日・春夏冬休み・振替休日）は開所時間が午前８時～午後７時になるためシフト制

勤　務　日　月曜日～土曜日（シフト制）　①週休２日制　②４週７休制
月額報酬　①244,000円～ 264,000円
　　　　　　（処遇改善手当０～ 20,000円含） 
　　　　　②165,280円～185,280円
　　　　　　（処遇改善手当０～ 20,000円含）
待　　遇　社会保険・雇用保険完備、賞与、
　　　　　時間外手当、通勤手当支給
　　　　　※詳しくは本会ホームページをご覧ください。 

学童保育クラブ嘱託職員募集
＊臨時職員　同時募集！

　今月号は、旅行や街歩きが好きな藤永です。町田
市出身の私は、幼少期から数々の思い出とともに、
地域の皆さんに支えられてきました。入職して
半年が経ちましたが、地域に出ると新たな発見
ばかりで、まだ知らないことが沢山あり、未熟さを
痛感しております。今後、地域の皆さんへの感謝を
胸に、多くのことを学ばせていただきながら、精進
して参ります。宜しくお願いします。

地域福祉課　地域福祉第二係　藤永麻理奈　

新人職員のつぶやき

　地域の中には、日々生活する中で、ゴミ出しや庭の草取りや買い物など
のちょっとしたお困りごとを抱えている方がいます。そのような地域で
困っている方を地域の方が支えるといった、支えあい活動（生活支援）の
仕組みがあれば、困りごとを解決できるかもしれません。自分の得意な
こと、できることを困っている誰かのために活かしてみませんか。
　市内では、16団体が‘お互いさま’の気持ちをもって、日々そのような
生活支援を行っています。「生活支援団体を立ち上げたい！」「自分も一緒に
活動してみたい」などありましたら、地域福祉課へご相談ください。

暮らしのお困りごとをちょこっとお手伝い！
～住民同士の助ける助けられる地域づくり～

「おうちでごはん」の動画を作成しました！
　本会で行っている「おうちでごは
ん」を多くの人に知ってもらうこと
と一緒に活動してくれる仲間（配達
ボランティアさん）の募集をするた
めに動画を作成しました。
　動画は本会ホームページや１面の
地域福祉課facebookのQRコード
からご覧ください。

「初めて学ぶ災害ボランティア」実施報告
　９月13日と27日に「初めて学ぶ災害ボランティア」講座を実施しました。
　町田市防災課の職員の方と災害救援ボランティア推進委員会の宮﨑賢哉
氏にご協力をいただき、町田市の防災対策や災害時のボランティア活動、
災害ボランティアセンターの役割、ボランティアコーディネートについて
学びました。
　災害ボランティアセンターの運営は本会職員が中心となりますが、地域の
ニーズの吸い上げや、他地域から参加するボランティアを現地で案内する
際には、地元ボランティアの協力が欠かせません。今回ご参加いただいた
受講生の方からは、「今回学んだこ
とを地域の活動に活かしていきた
いと思います。」というご感想を
いただき、地域全体で防災を考
えるきっかけに繋がればと思い
ました。今後も引き続き、災害
時の助け合い・支えあいを広め
ていく取り組みを進めてまいりた
いと思います。

南多摩ブロック社協による災害ボランティアセンターの
相互協力に関する協定の締結
　本会は、南多摩ブロック社協（町田、八王子、日野、多摩、稲城）と

「南多摩ブロック社協による災害ボランティアセンターの相互協力に関す
る協定」を結びました。これにより、これまで以上に各社協が日頃から
連携し、大規模災害発生時には、災害
ボランティアセンターの設置・運営に
ついて相互協力をすることになりま
す。この協定の締結により、南多摩ブ
ロック社協の繋がりがより一層強いも
のとなりました。
　今後、この繋がりが地域に活かされ
るよう災害ボランティアセンターの充
実に向けて、これまで以上に取り組ん
でいきます。

多くのご支援、本当にありがとうございました！
クラウドファンディング実施報告

　８月３日からスタートしたクラウドファンディング「みんなでコロナを
乗り越えるぞ基金＠町田」ですが、９月16日に終了し、皆様のご協力の
おかげで154名の方から1,130,000円のご寄附をいただくことができ
ました。本当にありがとうございました。皆様の温かいご支援により
集まった基金は、コロナ禍においても現場で工夫をしながら、支援の必要
な方を支えようとしている市内の市民活動団体に助成させていただきます。

問い合わせ：地域福祉課　電話042-722-4898

問い合わせ：学童保育課　電話042-720-2191

　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あります。詳しくはお問い合わせください。

講座の様子

町田市 小野会長 多摩市 伊藤会長

日々の生活の中で使
って味わう上質の器
や服飾、家 具、ジ ュ
エリーなど、多摩地
区で活躍する工芸美
術作家の作品約150
点 を 展示します。来
て、見て、その魅力
をお楽しみください。

12月18日㈮～12月20日㈰ 9:00～18:00
入場無料　町田市民ホール4階ギャラリー

主催・お問い合わせ：町田市立博物館　TEL 042-726-1531
共催：（一財）町田市文化・国際交流財団

―多摩クラフト協会作家と町田市立博物館が贈る―小金井市・国立市・八王子市
川崎市 麻生区・相模原市 中央区

106,000

広　告 掲載広告募集　発行部数109,400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
ふれあいサロンさくら

問い合わせ：地域福祉課 電話042-722-4898

　当サロンは今年９月で丸３年を迎
えました。楽しいサロンを目指し映
画の上映、落語や歌舞伎のビデオ、
地域の行事を撮影した貴重な映像を
撮影者自らの解説を交え楽しんでい
ます。外部出演者も多く、整体師に
よる腰痛改善、相撲甚句、５円硬貨
で作る亀細工など盛り沢山。皆さん
に喜んでもらい、年々会員が増え、
30名を超えるほどになりました。今
後も楽しい企画を考えていますので、
どうぞお立ち寄りください。

●主な場所
馬場さくら会館　
(町田市小山町4664)

●主な活動内容
高齢者の交流・憩いの場、
子ども達の遊び場、異世代の交流

●日　時
毎月第２土曜日
午後２時～４時　(新型コロナ３密
を避けるため当分の間午前10時、
午後２時の２部制）

●参加費用
100円（お菓子代）

お子さんからご高齢の方まで、
どなたでもご参加できます。

「フードバンクまちだ」を立ち上げました!!
　本会ではこれまでも、子ども家庭支援センターや高齢者支援センターか
ら依頼を受け、食に困っている世帯に対して、食品提供をしてきました。
また、子ども食堂や無料学習塾、地域活動団体が、食事提供やお弁当を
配布する際に、お米やお菓子の提供をしてきました。
　今まで行ってきたことを更に充実させるため、フードバンクまちだとして
新たにスタートを切ることになりました。
　今後はフードバンクネットワークと連携し、町田市内で食に困っている
世帯を支援出来るように努めていきます！
　食品のご寄付や、お手伝い出来る方を大募集しております。ご連絡を
お待ちしております！
※食品提供について、個人からの依頼はお受けしておりません。ご理解の
程よろしくお願いいたします。

問い合わせ：地域福祉課　電話042-722-4898

企

　業

市

　民

フードバンク町田 行政

町田社協 行政機関

高齢者支援センター

障がい者支援センター

地域子育て相談センター

子ども食堂・無料塾等学習支援

地域活動団体

フードバンクネットワーク
フードバンクTAMA

明治安田生命 町田支社
ホームタウンチーム・FC町田ゼルビア
株式会社 協栄

企業

社会福祉法人 悠々会
社会福祉法人

鶴川地区協議会 フードバンク鶴川
地域

食品

相談・申請

連携 食品

食品

食品

食品

食品

困
難
を
抱
え
る
世
帯

町田市社会福祉協議会　フードバンク事業スキーム

親子でヤキイモプロジェクト中止のお知らせ
　今年度の親子でヤキイモプロジェクト（ヤキイモイベント）及び説明会は、新型コロナ
ウイルス感染症の感染拡大防止のため、中止させていただきます。今年度ヤキイモイベ
ントの実施を検討している町内会・自治会、地域活動団体につきましては、本会ホーム
ページにてヤキイモイベント開催に向けたマニュアル（親子でヤキイモプロジェクト実施
ガイドブック）を掲載しておりますので、ご参照ください。また、ヤキイモイベントに
ついてご不明な点などがございましたら、下記までお問い合わせください。

問い合わせ：地域福祉課　電話042-722-4898

町田市いきいきポイント制度で
活動しませんか　
●いきいきポイント制度とは・・・
　町田市在住の65歳以上の方が、住み慣れた地域で社会活動等に参加する
ことで、自らの健康を維持し、いつまでもお元気で暮らせることを目的と
しています。活動に応じた“ポイント”は翌年度に商品券等に交換できます。
●いきいきポイント制度の対象活動
　介護保険施設でのお話し相手や趣味活動、配膳・下膳のお手伝い、芸能
披露、保育園・学童保育クラブでの子どもの見守り、高齢者支援センター
の介護予防サポーター活動等、町田市が承認した活動が対象です。
※制度を利用するには、登録研修会の受講が必要となります。
【登録研修会】　※当日は介護保険証をお持ちください
日時　11月24日 (火) 午後２時～　12月18日 (金) 午前10時～ 
　　　  1月27日 (水) 午後２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
※これ以降の日程につきましては、下記にお問い合わせください。

問い合わせ・登録研修会申し込み：町田ボランティアセンター　電話042-725-4465

　町田市内の学童保育クラブに通う児童を対象とした絵画作品展を次の
日程で開催いたします。今年度は、「ぼく、わたしのたからもの」の
テーマで描かれた作品を展示しています。子どもたちが興味や関心を
持ったことを絵で表現し達成感を味わったり、一生懸命描いた絵を保
護者や地域の方々にご覧頂くことで、自信をつけ生きる力に繋げていく機
会にしてほしいと考えています。また、町田市内の学童保育クラブに
ついて知って頂き、より地域に根差すことを目指して開催いたします。
ぜひ、多くの方々のご来場をお待ちしております。

テーマ：「ぼく、わたしのたからもの」
日　時：11月26日（木）～ 29日（日）午前９時～午後７時
　　　　※初日は午前11時～　最終日は午後５時までとなります。
会　場：町田市民ホール１階 会議室

町田市内学童保育クラブ絵画作品展
2020年度

【今年度の入賞作品】 

問い合わせ：学童保育課　電話042-720-2191

　本学童クラブは、町田市役所からも見える町田第四小学校敷地内にある二部屋
連なる建物で、現在114名の児童が在籍しております。子どもたちは元気に自分
の好きな友だちと好きな遊びをして過ごしています。お部屋では塗り絵・レゴ
ブロック・ラキューブロック・マンカラ（ボードゲーム）など、外では鬼ごっこ・
サッカー・一輪車・虫捕りなどが流行っています。
　来年度開催予定の東京オリンピック・パラリンピックにちなんで、英語に触れ
る「英語であそぼう！」を実施しました。講師は、学校休業日に研修に来ていた
外国語の先生と、英語を勉強している大学生です。「ヘッド、ショルダー、
ニー・・・・」と英語の歌に合わせて自分の体のその部位にタッチする遊び歌や、
英語の動物あてクイズで、日本語なしで全て英語で答えたり、自分でクイズを考
えて出して答え合うなど、笑顔
いっぱいで楽しみながら英語に触
れあう時間を持つことができまし
た。子どもたちからは、「楽し
かった！またやりたい」などと歓
声が上がりました。これからも
様々な体験をとおして、子どもた
ちの興味や関心を高める取り組み
を行ってまいります。

森野学童保育クラブ（場所：町田第四小学校内）

学 童 保 育 ク ラ ブ だより
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