
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８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。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、地域活動やボランティア活動の多くが

自粛せざるを得ない状況となりました。

今回は、コロナ禍でも感染症対策を施しながら、活動を継続しているボランティア

グループの取り組みを一部ご紹介させていただきます。

よみきかせさくらんぼ
高齢者のボランティアグループが、絵本の読み
聞かせや、手作り布おもちゃ作りで活躍されて
います。
保育園や小学校、子どもセンター、子ども
クラブなどで活動され、多世代でのつながり
を深められています。子どもたちから笑顔と
パワーをもらい、皆様ますますお元気！です。

傾聴ボランティアグループ
高齢者施設と連携し、オンライン会議システム
を使った傾聴ボランティア活動にチャレンジ
しております。
この取り組みを通じて、画面越しでも人とつな
がり、笑顔になれることを実感しています。
ぜひ、皆様も一緒に新たなチャレンジをしま
せんか！

せりがや冒険遊び場
コロナ禍の「せりがや冒険遊び場」は、それ
以前と比べ利用者が2倍以上に増えています。
平日は屋外型子育てひろば「にじいろ・ひろ
ば」に来る親子や、小学生が多くを占め、週
末は家族連れで賑わい、焚火、木工作、ロー
プ遊具など思い思いに遊んでいます。閉塞感
漂うなかで希望を見失いがちな時こそ、『冒
険遊び場』のような人と人とを結ぶ屋外の拠
点が地域に必要だと思っています。

～点字キットお貸しします！～
点字は、目の不自由な人が指先などで触って読む文字
です。夏休み期間中、点字を実際に打って、視覚障がい
のある方への理解を深めませんか？

貸し出しの数：１世帯に１セット　　貸出期間：２週間
借 り る 方 法：ボランティアセンターに電話でお申し
　　　　　　　込みください。点字キットは当センター
　　　　　　　窓口でお渡しします。
申し込み・問い合わせ：電話042-725-4465

学童保育クラブでは手作りおもちゃをご紹介した
動画を作成しました！コロナが落ち着いたら、ぜひ
ボランティアとして、子どもたちの成長を応援しに
来てください。

コチラから
ご視聴ください！

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」ですが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
年度内の開催を中止とさせていただきます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

当センターでは様々なボランティアに関する相談をお受けしておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

2017年度活動の様子
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合計 1,099,699円
2021年４月９日～６月９日現在

ご寄附ありがとうございました

2021年４月９日～６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　佐々木のり、杉山照子、武川　節、橋本幹雄、赤塚慎一
　　　　渡辺　崇、細川美津子、小野敏明、馬場昭乃、叶内昌志
　　　　匿名19名
団　体　手話サークルまちだ、株式会社ケイアンドエム
　　　　森下税務会計、有限会社セキヤスポーツ（順不同・敬称略） （順不同・敬称略）

≪一般寄附≫
　個　　人 佐々木のり、小林祐士、武川　節、匿名３名
　団　　体 NPO法人日本入れ歯リサイクル協会
 町田・ワーカーズまちの縁がわ小山田桜台
 戸大建設工業株式会社
　福祉協力店 茶・趣味の陶器　おやじ園

リサイクル

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！

2021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。
　本会は、子どもから高齢者まで「誰もが安心してしあわせに暮らせるまち
づくり」を目指して、身近な福祉課題について、地域住民やボランティア、
NPO、民生委員児童委員、町内会・自治会、老人クラブ、福祉施設、企業
および行政等様々な方や団体の皆様とともに、地域で支えあう活動づくり

（ふれあいサロン、子育てサロンなど）に取り組んでいます。　
　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。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け付けしています。なお、
個人で本会に会費を納入された方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ることができます。

☆直接窓口へ☆
　町田市民フォーラム４階　町田市原町田4-9-8　
☆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　00160=９=64146　
☆会費の種類☆（年度単位）
　正　会　員      200円以上
　賛助会員   2,000円以上
　特別会員 10,000円以上

団体会員　町内会自治会を通じて取りまとめをしている会員について
は、団体会員となります。

会
費
の
納
入
方
法

　2020年度は本会で11個、町田市役所で58個の不要入れ
歯を回収し、合計98,933円の益金となりました。ご協力あ
りがとうございました。

その入れ歯、捨てるなんてもったいない！
～不要になった入れ歯のご寄付をお願いします～

問い合わせ：法人総務課　電話042-722-4898

　本会はNPO法人日本入れ歯リサイクル協会に協力し、不要入れ歯の回収
BOXを設置しています。回収した入れ歯に使用されている金属をリサイ
クルし、その益金を（財）ユニセフ協会に寄付するとともに、一部を町田市
の地域福祉活動の推進のために役立たせています。
回収BOXの設置場所
・町田市社会福祉協議会（町田市民フォーラム４階）  ・町田市役所１階ロビー
回収対象
・歯にかぶせたクラウン ・歯に詰めたインレー ・歯と歯をつないだブリッジ
・金属の付いている入れ歯（歯にかけるバネが付いているもの）
寄付の方法
①入れ歯に熱湯をかけて消毒する。
②新聞紙など厚手の紙で包み、ビニール袋に入れる。
③回収BOXに投入、または封筒に入れて下記へ郵送。
送り先
〒194-0013　町田市原町田4-9-8　町田市民フォーラム４階
町田市社会福祉協議会　総務係宛

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（祝日を除く月～金曜日）

　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
・教育支援資金
　所得の少ない世帯に対して高校進学、専門学校・短大・大学への進学・

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
　現在の不動産に住み続けることを希望する低所得の高齢者世帯に対し、そ

の不動産を担保とする貸付制度
※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。

受験生チャレンジ支援貸付制度のご案内

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

　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、高校や大学等への進学に必要な
学習塾の費用、受験費用等を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。
ご利用には収入要件等がございますので、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。提出書類の準備に時間を
要するため、お問い合わせやご相談は12月24日（金）までにご連絡ください。
申込期限 2022年１月31日（月）
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）

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 社会福祉協議会会議室
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。
※新型コロナウイルス感染拡大が見込まれる場合は、来所以外での相談

実施や次月への相談延期となる場合がございます。

2020年度の会費総額は7,898,025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。
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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

　例年、夏休みには「夏！体験ボランティア」に多くの中高生が参加して
くれていますが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、昨年に引き
続き、キャンペーンという形での実施は中止いたします。そこで今年度は、
ひとりでも多くの人にボランティアを楽しんでもらえるよう、自宅で行う
マスク作りや暑中見舞いを送るボラン
ティアのほか、川清掃、里山の植物保全
など屋外で行えるプログラムをご用意
しております。
　現在、多くの保育園や福祉施設、ボラン
ティア団体はボランティアの受け入れを
休止していますが、ボランティア活動を
希望される方は、ぜひ一度ボランティア
センターにご相談ください。

　ボランティアに関する
情報や事業報告、講座
案内などの情報を随時
発信しています。また、
大規模災害発災時には
災害ボランティアに関する
情報も掲載予定です。みな
さんからの「いいね！」を
お待ちしています♪

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15分）
町田ボランティアセンター　電話042-725-4465

募　　集　　内　　容

環 境

障 が い
公民館学級、土曜学級

鶴見川“ほぼ上流”をきれいに。
SDGs-14　海の豊かさを守ろう

ひかり学級

まちだ中央公民館

ひかり療育園

鶴見川（宮川橋～下川戸橋） 川の清掃やゴミ拾いを行います。

知的障がいのある青年とともに、音楽やスポーツなどの活動をサポートします。

　相談支援課相談支援係に配属され、成年後見
制度担当となりました細谷さくらと申します。
山形県出身ですが、町田市に住む同郷の友人
の影響で町田市が好きになりました。１日で
も早く、皆様のお役に立てるよう頑張ります。
前職では愛知県で、手足に障がいのある方の
手助けをする介助犬のトレーナーをしていま
した。お話する機会がありましたら、愛犬の
しつけのお悩みもお気軽にご相談ください！　  

相談支援課　相談支援係　細谷さくら　

　南アフリカ共和国元大統領のネルソン・マンデラは、その生涯のうち
67年間を平和のために活動しました。国連では、ネルソン・マンデラの
誕生日である７月18日を国際デーに決めて、世界の人々に対して、67分間
社会奉仕活動を行うことを呼びかけて
います。
　町田市では、南アフリカ共和国のホスト
タウンとして、大使館と連携した社会
奉仕活動や交流事業を行っています。

新人職員のつぶやき

誰かの幸せのために67分間を使ってみませんか？
～７月18日（日）はネルソン・マンデラ国際デーです～

　市内の障がい者・高齢者・児童施設への就職に関する合同就職相談・面接
会です。雇用形態は正社員、非常勤、パートなど、あなたのご都合に合わ
せて働くことができます。

「福祉のしごと相談・面接会」開催します！

日　　時　９月25日（土）　第一部　午前11時～午後１時30分
　　　　　　　　　　　　  第二部　午後２時～４時30分
内　　容　１　個別相談
　　　　　　　個別ブースにて福祉施設・事業担当者と参加者の個別相談

面接もできます！　
　　　　　２　職場の魅力PRタイム　※自由参加になります。
　　　　　　　午前11時20分、午後０時20分、午後２時20分
　　　　　　　午後３時20分の４回行います。
　　　　　　　(参加の場合は、事前予約が必要になります)
　　　　　　　各回定員20名
　　　　　３　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　町田市民フォーラム４階
参加方法　事前に電話で申し込みをお願いします。
　　　　　※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、中止になる場合

があります。

申し込み・問い合わせ：地域福祉課　電話042-722-4898

本会の学童保育クラブも参加しました！▶
地域のためにごみ拾い　

「2020年度福祉体験学習支援▶
ボランティア養成講座」の様子　

チャレンジ！
コロナ禍でもできるボランティア

町田ボランティアセンター、
Facebookやっています！

服装自由・履歴書不要！！職員と面接、話せるチャンス☆
昨年は７名の就職が決まりました。

　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拡大防止の為、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。

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

©2019 NHK

3才以上有料（3才未満無料、ただしお席が必要な場合は有料）

映画「劇場版 ダーウィンが来た！
　　 アフリカ新伝説」（2019年 日本／ 90分）

「ダーウィンが来た！」ならではの貴重な映像を
大スクリーンでお楽しみください。

7月25日㈰ ①10:30上映 ②13:00上映 入場料 500円
発売中

NPO法人JWCコラボ企画

広　告 掲載広告募集　発行部数103,500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

団地サロンさくら

問い合わせ：地域福祉課 電話042-722-4898

　当サロンは発足して３年目に入
りました。メンバーは現在、女性
が８～10名、男性４～５名程です。
　麻 雀 メ ン バ ー は 朝10時 か ら
始めて、夕方４時頃まで楽しんで
います。
　カードゲームは午後１時頃から
主 に 女 性 参 加 者 が 集 ま り 楽 し
まれ、終始笑い声が絶えません。
麻雀は他地区からの女性参加者も
おり、男性参加者と一緒になって
楽 し ま れ て い ま す。も ち ろ ん、
近くの方のご参加もお待ちして
います。

●主な場所
都営高ヶ坂第２アパート３号棟
シルバーピアだんらん室

●主な活動内容
お菓子を食べながらのおしゃべり
タイム、麻雀、UNOカードゲーム

●日　時
毎週日曜日
午前10時～午後４時

●費用
無料

麻雀のできる方が
増えると嬉しいです。

日　　時　９月１日（水）午前10時～午後３時
　　　　　９月２日（木）午前10時～午後３時
　　　　　９月３日（金）午前10時～午後４時
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）として ※講習日に徴収いたします。

　地域の中で、子育てのお手伝いをしていただ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いただきますと、会員として登録すること
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。

2021年度学童保育クラブ
高学年保育受け入れスタート

　10月１日に設置してから半年が過ぎ、市民の皆様からたくさんの食品
寄付をいただいております。お米や乾麺、缶詰、お菓子、備蓄米等が主に
ご寄付をいただいている食品です。たくさんの食品を行政関係機関を通じて、
食にお困りの世帯へお渡ししています。
　また、おうちでごはん事業に申し込みをしたけれど、利用できないひとり
親世帯（50世帯）にお米４㎏、お菓子、パスタを詰め合わせにした食品
をお渡ししました。
　みなさんのお気持ちを「ありがとう」に代えさせていただきました。
　これからも、みなさんのお気持ちを食に困っている世帯へ形にしていき
ますので、食品寄付のご協力をよろしくお願いします！
　食品寄付についてお問い合わせは下記までよろしくお願いします。

フードバンクまちだの活動報告

問い合わせ：地域福祉課　電話042-722-4898

※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状況によっては、中止とさせていただく場合があります。

　児童扶養手当受給中の（生活保護世帯は除いた）2,572世帯へ申請書と
利用案内をお送りし、247世帯から申し込みがありました。
　選考の結果、72世帯・207食のお弁当を5/10（月）から配達しています。
　配達が始まる前に事前面談を行い、「選ばれて嬉しい！」「こんな制度がある
のは心強い」「楽しみにしています」など、励みになる言葉をいただきました。
　これからもお弁当を通じて家事負担の軽減を図り、親子間でのコミュニ
ケーションが増えるきっかけとなるように、調理・配達のボランティアさん
や子ども家庭支援センター、社会福祉法人悠々会と連携していきます。
一年間、よろしくお願いします。

おうちでごはん事業の
お弁当配達が始まりました！！

手作りお弁当 おうちでごはんPR動画

学童保育クラブ 夏季臨時職員大募集！
　夏休み期間中（7月21日～ 8月31日）に学童保育クラブ
で小学生の保育業務を行う臨時職員を募集します。無資格・
未経験者歓迎！詳しくはQRコードから、本会ホームページ
をご確認ください。

2021年度 第２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

　2021年４月から町田市の学童保育クラブでは４年生以上の高学年の受
け入れが開始し、本会15学童保育クラブでも４年生から６年生の子ども
たちが元気に通っています。高学年は他学年と比べ、クラブに帰ってく
る時間は遅くなることが多いのですが、その中でも上手に時間を使って
宿題やおやつ、外遊びなど楽しい時間を過ごしています。

誕生日会の司会も
高学年の私たちならバッチリ！
みんなと楽しい会になったよ！
低学年のお友だちとも仲良く

過ごしてます！

　本クラブは定員である109名の子どもたち
が在籍し、毎日元気に過ごしています。今年
度からは４年生以上の受け入れも始まりまし
た。４・５年生のお兄さんお姉さんは、困っ
ている年下の子どもたちに自然に声を掛けた
り遊びを教えるなど、優しく接している姿が
印象的です。 
　新型コロナウイルス感染症の影響で難しさ
もありますが、青少年健全育成委員会や民生
委員・児童委員、木曽あんしん相談室（忠生
第２高齢者支援センター）など地域との交流
も積極的に行っています。これからも地域の
一員として、子どもたちの健やかな成長を
支援していくことはもちろん、子どもたちの
心にも地域を大切にする気持ちが育くまれる
ように職員一同、励んでまいります。

木曽境川学童保育クラブ（場所：木曽境川小学校内）

学 童 保 育 ク ラ ブ だより

木曽あんしん相談室へお届けしました
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