
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６月末まで
延長して実施しています。詳細は本会ホームページでご確認ください。

職員全員がマスクを着用。
マスクをしていないお客様には
お渡しして着用のお願いをして
います。

お客様が帰られた後にアルコー
ル消毒を徹底しています。

30分おきに5分間の換気を
実施しています。
また、空気清浄機や加湿器
を設置し、感染予防対策を
しています。

窓口・相談室内に飛沫
防止策としてアクリル
板を設置しています。

電話相談や申請書類の郵送受付
を基本とし、混雑防止に努めて
います。
また、ご来所で相談の際は予約
をとっていただいています。

入口にアルコール消毒付き検温機を設置し、職員はもちろん
のこと、お客様にも消毒と検温をお願いしています。

窓口・相談室の
消毒実施

マスク着用

混雑防止飛沫防止対策

手指の消毒 検温

換気

コロナ禍でも安心して相談
できるように、新しく相談室
を増設しました。相談者の
個人情報を守りつつ、適宜
換気のためにドアを開けて
空気を入れ替えながら相談
を行っています。

　本会は、町田市地域防災計画に基づき地震等
の大規模災害時に設置する町田市災害ボラン
ティアセンターの運営を円滑に進めるため、
３月11日に(一社)町田青年会議所と「災害時
相互協力協定」を締結しました。
　この協定は、災害ボランティアセンターの運営や支援物資の調達、被災地の状況
とニーズの把握などを連携しながら行い、迅速かつ的確に被災者支援活動を行う
ことや、平常時から相互に防災・災害ボランティア活動等への取り組みや事業に
参加するなど、強固な協力体制を築いていくことを目的としています。
　これまでの災害ボランティア活動の経験を活かし、災害時に復旧活動がスムーズ
に進むよう、協議を重ねて連携を強化していきたいと思います。
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学童保育課
（町田ファミリー・　

サポート・センター）
facebook

法人総務課
（せりがや会館）

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

本会の最新情報をいち早くお伝えしていきます。



合計 1,536,339円、他物品
2021年２月13日～４月８日現在

ご寄附ありがとうございました

2021年２月13日～４月８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　和泉幸子、上野眞一、小川康夫、佐々木徹也、島野　勉
　　　　匿名３名
団　体　（株）大喜、特定非営利活動法人 東京こうでねいと

（順不同・敬称略）

（順不同・敬称略）

　 基　本　方　針
　本会の基本理念は「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、本会の第四
次地域福祉活動計画を基に事業展開をしています。そして、2020年度後
半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います。

　2021年度の具体的な事業展開としては、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を行ってまいります。次に、2020年10月１日からス
タートした町田方式のフードバンクを周知拡大し、事業の円滑な運用を行っ
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５期市民後見人育成研修で多くの修
了者を生むよう目指すととも
に、成年後見制度中核機関と
して充実を図ります。そして、
新たに高学年を受け入れた
学童保育クラブの運営をする
にあたって、地域の方々のご
協力もいただきながら、連携
を一層深めて安定運営を行う
とともに、引き続きファミ
リー・サポート・センター事
業の安定かつ拡充を進めてま
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
本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
アセンターの運営訓練の実
施やサテライト設置の検討
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
いるさまざまな方々に適切な支援が届くよう地域の福祉課題の解決に取り
組んでまいります。

　最後に、本会はいかなる立場であっても、社会福祉協議会の職員として、
組織人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
２　地域の様々な人や団体が集まれる居場所づくり
３　地域で困りごとを抱える人を支援する仕組みづくり
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

（一部抜粋）

2021年度 事業計画

2021年度　予算
（単位：千円）

①地域福祉推進拠点区分 903,722

47,985

407

5

18,432

②障害者総合支援事業拠点区分

③歳末たすけあい運動事業拠点区分

④たすけあい資金貸付事業拠点区分

⑤介護保険事業拠点区分

社会福祉
事業

公益事業

（単位：千円）

570赤い羽根共同募金町田地区協力会

法人全体予算額
970,551千円

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
　・せりがや会館管理運営事業
　・学童保育事業

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
　・せりがや会館管理運営事業
　・学童保育事業

④たすけあい資金貸付事業拠点区分
⑤介護保険事業拠点区分

③歳末たすけあい運動事業拠点区分

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

≪一般寄附≫
　個　人　青木美穂、匿名５名
　団　体　・3.11暮らし実行委員会
　　　　　・町田遊技場組合
　　　　　・（株）ベルク町田野津田店お客様一同
　　　　　・法政大学多摩ボランティアセンター
　　　　　・JA下山崎女性部
　　　　　・匿名１団体
≪物品寄附≫
　個　人　小林　明（車椅子）
　団　体　株式会社パソナ（マスク)

町田遊技場組合

辞令交付式直後で緊張している様子

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！

おうちでごはん事業
ひとり親家庭にお弁当を配達して親子の
コミュニケーションを増やします！

災害ボランティアセンター立ち上げ訓練の様子

「福祉の仕事就職相談窓口」のご案内

申し込み：地域福祉課　電話042-722-4898

　「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、福祉業界の就職
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　町田市民フォーラム４階　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。）

新人職員のつぶやき
　新年度を迎え、本会に新たに４人の職員が入職しました！次号からも引き
続き新人職員のつぶやきをお楽しみください。今年度トップバッターは
相談支援課新人職員の細谷さくらです。お楽しみに！
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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

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

受付日時：祝日を除く月～土曜日（午前８時30分～午後５時15分）
町田ボランティアセンター 電話042-725-4465

対　　象　市内在住、在勤、在学で16歳以上の方（養成クラスは19歳以上）　※年齢は2021年４月１日現在

期　　間　2021年７月27日（火）～ 2022年３月19日（土）
　　　　　　※全33回／開講式・修了式・合同講演会を含む。
　　　　　　　（開講式：2021年７月31日（土）、修了式：2022年３月19日（土）、合同講演会：日程未定）
　　　　　　※入講試験は上級：2021年６月26日（土）、養成：2021年６月27日（日）各日ともに午後２時～４時に行う予定です。
時　　間　各クラスに昼の部（午前10時～正午）と夜の部（午後７時～９時）があります。
場　　所　町田市民フォーラム４階　ボランティアセンター活動室、講習室ほか
申し込み　所定の申込用紙と84円切手を貼った返信用封筒を、下記の申し込み先に郵送ください。
　　　　　５月28日（金）＜必着＞でお願いします。
　　　　　　※申込用紙は、町田ボランティアセンターにて配布しています。本会ホームページからも印刷できます。
　　　　　　※応募者多数の場合は、抽選とさせていただきます。
申し込み先　〒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「手話講習会」担当宛

手話講習会受講生募集
クラス 曜　日 対　　象 内　　容定　員 受 講 料 備　　考テキスト代

養　成 火曜日 学習経験が３年程度の方、または過去に手話講習会養成クラスを
修了し、一年以上経過した方で、入講試験に合格した方

上　級 火曜日 学習経験が２年程度の方で、入講試験に合格した方

中　級 木曜日 学習経験が１年程度の方

初　級 木曜日

  8名

15名

25名

25名手話を初めて学ぶ方

手話通訳技術の向上、町田市の登録手話
通訳者を目指します

手話技術の向上、手話ボランティアと
しての活動を目指します

短い文章表現を学び、聴覚障がい者との
簡単な会話を目指します

指文字、簡単な文章表現を学びます
6,600円
（税込み）

7,700円
（税込み）

8,800円
（税込み）

3,300円
（税込み）

同一のテキストを
使用

同一のテキストを
使用

3,080円
（税込み）

聴覚障がいのある方にとっての言語である「手話」を学び、ボランティア・手話通訳者として
活動しましょう！

団　　体　　名対　象 活動場所 募　集　内　容

高齢者

子ども

南町田

つくし野

金　森

ゴルフ・デイサービスにおける
ゴルフプレイの進行補助
散歩の同行をしてくれる方
学習支援ボランティア（大学生または
小・中学校等で教えた経験のある方）

スポーツデイサービス18

個人

こども応援教室まちだ

　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、相手が心穏やかに
過ごせるよう手助けします。講座終了後は、多くの方が高齢者施設など、色々な形でボランティア活動
をおこなっています。

傾聴ボランティア養成講座受講生募集！

対　　象　・市内在住・在勤で、全６回出席できる方　　・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10日～ 24日、７月１日～ 15日 毎週木曜日　午後１時30分～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、活動室
定　　員　24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21日（金）＜必着＞まで
　　　　　にご送付ください。
申し込み先　〒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」担当宛 〈2019年６月撮影〉

問い合わせ：町田ボランティアセンター　電話042-725-4465
※新型コロナウイルス感染拡大状況によっては、講習会を一部変更もしくは中止とさせていただく場合がございます。
　詳細は、本会ホームページをご覧いただくか、上記までお問い合わせください。

問い合わせ：町田ボランティアセンター　電話042-725-4465
※新型コロナウイルス感染拡大状況によっては、講習会を一部変更もしくは中止とさせていただく場合がございます。
　詳細は、本会ホームページをご覧いただくか、上記までお問い合わせください。

　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。

　私は特別支援学級で働いていた経験が
あり、難聴の生徒とのコミュニケーションが
うまく取れなかったことがずっと心残り
でした。そのため、講習会を受講し、覚えた
手話で初めてろう者と話ができた時の感動
は今でも忘れられません。
　１年間にわたる研修を受ける必要がある
ので、申込時には迷い
ましたが、受講して本当
によかったです。

（2019年度受講生
N.Fさん）

　身近な家族をはじめ人間関係に活かしたい
と思い、この講座の受講を決めました。講座
で学んだことは、自分の家族との会話にも
大変役に立っています。
　また、受講後しばらくしてコロナ禍に
なってしまい、傾聴ボランティア活動は３回
しかしていませんが、講座で支え合える仲間
たちに出会えたことが一番「よかったこと」
だったかもしれません。
（2019年度受講生　

S.Y さん）　

発売中 6才～

入場料 1,500円
（高校生以下 500円）

14:30開演
6月27日㈰

三井住友海上文化財団 ときめくひととき 第904回

＜予定曲目＞
サン=サーンス
　オラトリオ「ノアの洪水」
　Op.45 より 前奏曲
J.S.バッハ
　G線上のアリア  
フランク
　ヴァイオリン・ソナタ イ長調 他

＜予定曲目＞
サン=サーンス
　オラトリオ「ノアの洪水」
　Op.45 より 前奏曲
J.S.バッハ
　G線上のアリア  
フランク
　ヴァイオリン・ソナタ イ長調 他

※本コンサートは（公財）三井住友海上文化財団の
　助成により特別料金に設定しています。 © Marco Borggreve

石川武蔵
（ピアノ）

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

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

広　告 掲載広告募集　発行部数105,200部　１枠（約6.5×5.9cm）19,800円（税込み）

ま ち だ 社 会 福 祉 だ よ り 2021年（令和３年）5月 第 217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

らふう

問い合わせ：地域福祉課 電話042-722-4898

　椅子を使ったストレッチ・セラバンド
で無理のない筋力強化、ゆったりした
ヨガでリラグゼーションを計60分間行
います。心と体の健康を目指し、肩こり・
腰痛予防体操も含まれています。最後
の30分間は口の機能低下予防と、心の
楽しみになるよう身近な歌をピアノ
伴奏で歌っています。参加者からは、
体を十分無理なく動かせ、体が楽に
なった、声が出やすくなった、とても
楽しいなどの言葉をいただいています。
お気軽にご参加ください。

●主な場所
個人宅（真光寺）

●主な活動内容
ストレッチ、セラバンド体操

（全て椅子を使用）
チェアヨガ、歌唱

●日　時
第１、２、３、４土曜日
午前10時30分～正午

●費用
１回300円

椅子を使用しているので
無理のない体操です

上映会「ぼけますから、よろしくお願いします。」
～認知症と成年後見制度。自分の意思ののこし方～

日　　時　６月１日（火）午前10時～午後３時
　　　　　６月２日（水）午前10時～午後３時
　　　　　６月４日（金） 午前  9時30分～午後３時30分
場　　所　町田商工会議所２階　会議室
費　　用　1,500円　教材費（普通救命講習）※講習日に徴収致します。

　地域の中で、子育てのお手伝いをして頂く援助会員を募集しています。
保育サポート講習会を受講して頂きますと、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。

高齢者・障がい者のための
福祉法律相談
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。

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

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。

　2014年から実施している町田市市民後見人育成研修は、今回で第５期目です。
今期も市民後見人養成コース、サポーターコース、聴講コースの３コースを設け
ます。受講のスタイルは通学のほか、研修会場をZoomでつないだオンライン
スタイルと、後日配信される動画を見て受講する動画配信スタイルをご用意しま
した。詳細は、本会ホームページか問い合わせ先にご確認ください。
申込開始日
市民後見人養成コース希望者　　５月10日（月）　午前９時から
サポーター、聴講コース希望者　５月12日（水）　午前９時から
※申込締切は６月４日（金）です。定員になり次第受付は終了します。 
参加希望者は ①育成研修  募集要項 ②育成研修カリキュラム 
③育成研修に関するQ&A ④誓約書等をよくご確認ください
これら資料は本会ホームページ（QRコード先）上で公開して
いる他、問い合わせ窓口でも配布しております。

第５期市民後見人育成研修への
参加申込受付が始まります

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

2021年度 成年後見制度講演会
参加申込受付開始!

©「ぼけますから、よろしくお願いします。」製作・配給委員会

※新型コロナウイルス感染症拡大状況によっては、中止とさせていただく場合がございます。

2021年度 第1回 保育サポート講習会のお知らせ

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

日　　時　６月12日（土）　午後２時～４時（開場　午後１時30分）
※新型コロナウイルスの感染拡大防止等により、会場が使用できなく

なった場合は開催を中止します。
場　　所　町田市民フォーラム３階　ホール
内　　容　映画鑑賞、成年後見制度・エンディングノート等の活用について
講　　師　（公社）成年後見支援センター　ヒルフェ　寺田康子 行政書士
定　　員　86名（申し込み順、座席指定）

※参加決定者には、５月24日以降に申込代表者の住所あてに座席番号
等の通知をお送りいたします。

費　　用　無料
申し込み　申込みフォームまたは通常はがきで受付

※通常はがきでお申し込みの場合は、各参加希望者の
氏名、住所、電話番号、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お知らせください。

※申込代表者１名に対して他２名までの申し込みを
受け付けます。

※申し込みフォームへは右のQRコードまたは、本会ホームページ上、
福祉サポートまちだのページからもアクセスいただけます。

申し込み先　〒194-0013　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

 　今回の講演会は、高齢の認知症
の母と、支える父の姿を追った
ドキュメンタリー映画「ぼけます
から、よろしくお願いします。」の
短縮版を上映します。映画を通
して認知症について考え、自分
の思いを伝える力が弱くなって
しまったときの代弁者としての成年
後見人等の役割や制度について学
びます。そして、今できる事とし
てエンディングノート等の活用方
法をご紹介します。
※本講演会は二部制（第一部 上映会、

第二部 制度学習等）です。第一部
には手話通訳、要約筆記・字幕は
つきません。

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

申し込みフォーム

　本クラブは、忠生第三小学校敷地内にあり、140名の子どもたちが
通っています。この４月に57名の１年生を迎え、市内でも在籍児童の
多いクラブとなりました。現在は校庭内にある２階建ての保育室と、校舎
４階の１教室、計３部屋で保育を行っています。
　本クラブでは、子ども同士の関わりを大切に考え、「まちとも（町田市
放課後子ども教室）」との交流も大切にしています。学童以外の友だちとも
サッカーや鬼ごっこなどをして
元気に走り回っています。また、
マラソンカードやなわとび検定、
スポーツ鬼ごっこ、ダンス、
ラジオ体操など、体力づくりを
兼ねた遊びが盛んです。みんな
で笑い合い、学び合い、友だち
との充実した楽しい放課後の
時間を過ごせるようにしたいと
思います。

木曽学童保育クラブ（場所：忠生第三小学校内）

学 童 保 育 ク ラ ブ だより
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