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～町田市の成年後見制度に関する相談窓口～

　福祉サポートまちだは、町田市から本会が受託し、認知症や知的障がい、精神障がい等により判断能力が十分でない方やそのご家族、
後見人等、支援関係者をサポートしています。
　認知症や障がいがあっても、住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らせる地域づくりを、中心になって進めている窓口です。
　これまで、障がいのある方に関する成年後見制度に関する相談窓口は、町田市ひかり療育園でしたが、2022年４月以降は、福祉
サポートまちだとなります。お気軽にご相談ください。
※町田市内で在宅生活をされている 65 歳以上の方は、引き続きお住まいの地域の高齢者支援センターへご相談ください。

　判断能力が低下した高齢者、知的障がい者、精神障がい者などの方
の財産管理や契約を補助したり、代理する人（成年後見人等）を選ぶ
ことで、本人を法律的に支援する制度です。

財産管理
　本人のお金の管理、不動産の処分、相続の手続き、重要な消費契約、
悪質な契約の取り消しなど
生活への配慮
　福祉サービスの利用の契約、病院や施設に入る（出る）際の手続きや
支払いなど
家庭裁判所への報告
　本人の状況や後見業務について家庭裁判所へ報告（原則年１回）

Ａ Ａ Ａ

問い合わせ　福祉サポートまちだ（相談支援課）　場所：町田市民フォーラム 4 階
　　　　　　電話 042-720-9461　FAX 042-725-1284
　　　　　　相談時間：月～金曜日（祝日・年末年始は除く）午前９時～午後４時

障がいのある子どもがいます。
先日、夫が亡くなり相続手続き
が発生しました。相続手続き
はどう進めたらいいの？

 福祉法律相談があります。
予 約 制 で、弁 護 士 か ら の
アドバイスを受けられます。

必要に応じて成年後見人の
方へ報告書作成等の支援も
行います。

親族でもできます。社会福祉
士など第三者が行う場合はどの
ような職種が適切かを専門職
などで構成する権利擁護支援
検討委員会で検討する
こともできます。

親族の成年後見人になったら、
家庭裁判所から報告を求めら
れました。 どうやって報告書
を作ったらいいか分からず、
不安です。 

成年後見制度を利用すると
したら、どのような人が引き
受けてくれるの？親族では
できないの？

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特例貸付の申請期限は
2022年３月末日です。詳しくは中面をご覧ください。

町田ボランティアセンター 開　所　日　月曜日～土曜日 ( 祝日･年末年始は除く）
開 所 時 間　午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分
問い合わせ　電話 042-725-4465 ／ FAX 042-723-4281

町田ボランティアセンターのご紹介 ～ボランティア活動で新しい一歩を踏み出してみませんか？～
　ボランティア活動に関する相談をお受けし、自分に合った活動先を探すお手伝いをしています。
ボランティア活動のイロハを紹介した『ボランティア心得冊子』を窓口で配布をしている他、ホーム
ページにも掲載しています。また、気軽に参加できるボランティア講座も実施しています。講座を
とおして仲間づくりにもつながります。現在募集しているボランティア活動や講座を３ページに掲載
しています。ぜひご覧ください！

お気軽に
ご相談ください

第222号　３/１ 2022年（令和４年）

発　　　　行　社会福祉法人 町田市社会福祉協議会
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社会福祉協議会（略して、社協）は、みなさんの参加と支え合いで福祉のまちづくりをすすめる民間の福祉団体です。

まちだまちだ

だより
■発行は年6回、奇数月の1日です。次号は５月1日です。

〒194-0013 町田市原町田 4-9-8　町田市民フォーラム 4 階
電話 042-722-4898 代表　FAX 042-723-4281
https://www.machida-shakyo.or.jp/

応募締め切り
3月31日（木）

「まちだ社会福祉だより」
アンケート実施中！

回答はQRコードから簡単に行えます。
回答いただいた方の中から
ギフトカードをプレゼント。
よりよい紙面づくりのため、

皆様のご意見を
お聞かせください。



黒糖 紫いも ごま レモン 紅茶 プレーン

合計 267,170円
2021年12月11日～ 2022年２月４日現在

ご寄附ありがとうございました

（順不同・敬称略）

≪一般寄附≫
　個　　人 横山一次、豊田ゆり子、匿名２件
　団　　体 町田市アーチェリー協会、森野卓球クラブ
 町田家庭教会、国際ソロプチミスト町田
　福祉協力店 （株）凰友産業　合掌の郷　町田小野路霊園
 あさひヘアーデザイン工房
≪物品寄附≫
　個　　人 福山悦子・滝川菊枝・輿水憲子（文具）

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！

緊急小口資金等特例貸付のご案内
　新型コロナウイルス感染症の影響で減収・休業・離職した世帯に向けて、
生活資金の貸付を行っています。申請は各資金に対し、世帯につき１回
です。返済開始時に住民税非課税世帯であった場合、貸付金の返済が免除
される可能性があります。

　例えば、このような方（世帯）がご利用いただけます。

　新型コロナウイルス感染症の影響で、
　　・勤務先の業績悪化のため、解雇されてしまった。
　　・時短営業により、アルバイトのシフトが減ってしまった。
　　・保育園が休園し、子どもを預けられず出勤できなかった。

　詳細については、東京都社会福祉協議会
ホームページをご覧いただくか、下記連絡
先までお電話ください。

申請受付締切　３月31日受付（本会到着）分まで

ボランティアの広場ボランティアの広場
　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。

2021年12月11日～ 2022年２月４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 今国順市、小川康夫、島野　勉、上野眞一、匿名１名（順不同・敬称略）

問い合わせ：法人総務課　特例貸付担当　電話042-722-4898

問い合わせ・申し込み：玉川学園地区社会福祉協議会　電話・FAX042-810-2062

費用
無料！

作り方をお教えします

2021年度 団体活動支援講座
ボランティア活動のための
Zoomの使い方講座（応用編）
　市内で活動しているボランティア・市民活動団体が、オンラインアプリ
Zoomの使用方法を習得することで、新型コロナウイルスの環境下でも人
とつながり、ボランティア活動を続けられるようにするため、Zoomの
使い方講座（応用編）を開催します。昨年、９月に行ったZoomの使い方
講座（初心者編）は、ミーティングルームに招待される側を体験しましたが、
今回は、ホストとしてミーティングルームを立ち上げます。実際に、パソ
コンやスマートフォンを操作しながら学びます。

対　　象　市内で活動しているボランティア・市民活動団体
日　　時　３月23日（水）午後２時30分～５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ほか
講　　師　ネットforシニア　清水静香 氏
定　　員　20名（申込順）※１団体２名まで
費　　用　550円（税込み）※当日、会場でお支払いいただきます。
持　ち　物　筆記用具、パソコンやスマートフォン、タブレット端末のいずれか１点
※事前に、Zoomのアカウント（無料で作成できます）登録をしておいてください。
申し込み　町田ボランティアセンター　電話042-725-4465
　　　　　メール：vc@machida-shakyo.or.jp

申請締切
迫る！

「福祉体験学習」
支援ボランティア養成講座参加者募集
　市内の小中学校等での福祉体験学習

（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や
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
伝いしたい方をお待ちしています。

日　　時　３月22日（火）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ほか
内　　容　町田市の福祉教育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の意見交換
定　　員　20名（申込順）
費　　用　550円（税込み） ※当日、会場でお支払いいただきます。
講　　師　町田市学校支援センター職員
申し込み　町田ボランティアセンター　電話042-725-4465
＊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。

玉ちゃん図書室　
　本のリユースのみならず、多世代交流や
居場所が欲しいという地域の声にお応え
して、昨年10月２日（土）にオープンいた
しました。
　駅から近い、緑の庭の小道を抜けた
離れの一軒家。素敵なお庭に囲まれ、

『おばあちゃんち』にいるようなくつろげ
る空間です。お母さん・お父さんが幼い
お子さんといらして読み聞かせをしたり、ご年配の方々が昔懐かしい本を
手に取られたりと、ゆったりと居心地の良い場所として利用されています。
　心優しい地域の方々がお当番でおりますので安心してお越しください。
　皆様からの寄贈本のみで成り立っていますが、懐かしい本から近年の
本まで、小説から、絵本・児童書、実用書（料理・手芸・子育・介護・心
に寄り添う本等）、かなり専門的な美術全集や写真集まで、種類も幅広く
現在1,700冊ほどに及んでいます。
　今後は、読み聞かせ、詩や英語の朗読会、紙芝居などいろいろな企画も
予定してます。

開所日時　毎週水曜日・土曜日　午前10時～午後４時
場　　所　玉川学園地区社協交流室（玉川学園7-7-21）

ミシンを使って入学準備のお手伝い
日  　時　３月12日（土）、13日（日）　
　　　　　午前10時～正午、午後１時～３時
場　  所　玉川学園地区社協交流室（玉川学園7-7-21）
参 加 費　100円
持 ち 物　園や学校指定サイズの布地

玉川学園地区社会福祉協議会からの
お知らせ

町田家庭教会様

詳細は
こちらから

「傾聴」を広く知ってもらうための
講習会を開催します！！
　「傾聴」とは、相手の心に寄り添いながらお話を聞くことです。傾聴の
大切さを学ぶことで、ボランティア活動だけでなく、家族や職場、近所
づきあいなど、日常生活のさまざまな場面で役立ちます。ぜひ、ご興味の
ある方はお気軽にご参加ください。

日　　時　３月25日（金）午後２時～４時
場　　所　町田市健康福祉会館４階　講習室
講　　師　NPO法人 P.L.A（パートナーシップアンドリスニングアソシエーション）
　　　　　理事長　後庵正治 氏　　
定　　員　50名（申込順）
費　　用　550円（税込み）※当日、会場でお支払いいただきます。
申し込み　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）　※2022年度、初級クラス夜の部は開講いたしません。

期　　間　５月21日（土）～ 2023年２月26日（日）
　　　　　（全29回／開講式・修了式・合同講演会を含む）
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
費　　用　2022年度より、受講料が無料となります。
申し込み　３月31日（木）<必着>で所定の申込用紙と84円切手を貼った返信用
　　　　　 封筒を町田ボランティアセンターに提出してください（郵送可）。

時　　間　昼クラス：午前10時～正午　夜クラス：午後７時～９時
※申込用紙は町田ボランティアセンターにて配布、またはホームページからも印刷

できますので詳細をご確認ください。
※入講試験は、上級クラス：４月16日（土）、養成クラス：４月17日（日）
　各日ともに午後２時～４時に行います。
詳細は、ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

手話講習会受講生募集 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！

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

開所日時：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

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：法人総務課　電話042-722-4898

あいちゃんクッキー
春セット販売中！！
　バレンタインのお返しや日頃お世話になって
いるあの方へ・・・
　「感謝の気持ちをこめて」あいちゃんクッキー
を贈ってみませんか！？
　ベーカリーひあたりの『あいちゃんクッキー』
は、こだわりの原材料で丁寧に焼き上げた定番
の人気商品です！香ばしくやさしい味わいの
クッキーは、珈琲や紅茶にもぴったりです。
　ぜひ、ご賞味ください。

あなたの地域で「まちだ社会福祉だより」を
ご覧になりませんか
　本会広報紙「まちだ社会福祉だより」を、お住まいの地域の中でご覧に
なりませんか。回覧板に挟んだり、掲示板に掲示したり、ご覧いただく
方法は様々です。町田市内の身近な福祉活動についての情報が満載な

「まちだ社会福祉だより」をぜひご活用ください。

対象団体　町田市内の町内会・自治会、任意団体（老人クラブやボラン
ティアグループ、趣味のサークル等）、企業・法人等

提供部数　必要数に応じて各号30部まで提供します。指定いただいた送付
先に、必要部数を郵送します。

発　行　日　年６回、奇数月の１日に発行
申請方法　QRコードより、必要な情報を入力してください。
　　　　　インターネットによる回答が難しい場合は、下記問い合わせ先

までお問い合わせください。
そ　の　他　提供部数や配布方法についてご希望がありましたら、お気軽に

ご相談ください。

「あいちゃんクッキー」は、福祉施設「まちのひ」と社協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。

募集しています！ボランティア
対　象 活動場所 募　集　内　容

高齢者

児　童

傾聴、作品制作のお手伝い、レクリエーション
の補助、将棋や麻雀のお相手など

相模原市内の小学校、子どもセンター等での
理科実験出前授業のための教材の作成など

（町田市内の子どもたちも対象）

団　　体　　名

デイサービスゆらり

理科で遊ぼう会

本町田

相模原市
中央区

申請はこちらから

●春セット取扱店
ベーカリーひあたり（富士作業所）
公民館喫茶
せりがや会館１階管理事務所
ほっとスペースさくらさくら
まちだ名産品の店　心和

カフェマーケット（和光大学ポプリホール１階）
コワーキングカフェ
鶴川あんしん相談室
町田市国際版画美術館
町田ツーリストギャラリー

クラス 曜　日 対　　象 内　　容 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 木曜日 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
（昼）

（昼・夜）

（昼・夜）

（昼・夜）

火曜日 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
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）

春セット500円（
税
込
み
）

ま ち だ 社 会 福 祉 だ よ り 2022年（令和４年）３月（２）第 222号
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≪物品寄附≫
　個　　人 福山悦子・滝川菊枝・輿水憲子（文具）

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！

緊急小口資金等特例貸付のご案内
　新型コロナウイルス感染症の影響で減収・休業・離職した世帯に向けて、
生活資金の貸付を行っています。申請は各資金に対し、世帯につき１回
です。返済開始時に住民税非課税世帯であった場合、貸付金の返済が免除
される可能性があります。

　例えば、このような方（世帯）がご利用いただけます。

　新型コロナウイルス感染症の影響で、
　　・勤務先の業績悪化のため、解雇されてしまった。
　　・時短営業により、アルバイトのシフトが減ってしまった。
　　・保育園が休園し、子どもを預けられず出勤できなかった。

　詳細については、東京都社会福祉協議会
ホームページをご覧いただくか、下記連絡
先までお電話ください。

申請受付締切　３月31日受付（本会到着）分まで

ボランティアの広場ボランティアの広場
　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。

2021年12月11日～ 2022年２月４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 今国順市、小川康夫、島野　勉、上野眞一、匿名１名（順不同・敬称略）

問い合わせ：法人総務課　特例貸付担当　電話042-722-4898

問い合わせ・申し込み：玉川学園地区社会福祉協議会　電話・FAX042-810-2062

費用
無料！

作り方をお教えします

2021年度 団体活動支援講座
ボランティア活動のための
Zoomの使い方講座（応用編）
　市内で活動しているボランティア・市民活動団体が、オンラインアプリ
Zoomの使用方法を習得することで、新型コロナウイルスの環境下でも人
とつながり、ボランティア活動を続けられるようにするため、Zoomの
使い方講座（応用編）を開催します。昨年、９月に行ったZoomの使い方
講座（初心者編）は、ミーティングルームに招待される側を体験しましたが、
今回は、ホストとしてミーティングルームを立ち上げます。実際に、パソ
コンやスマートフォンを操作しながら学びます。

対　　象　市内で活動しているボランティア・市民活動団体
日　　時　３月23日（水）午後２時30分～５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ほか
講　　師　ネットforシニア　清水静香 氏
定　　員　20名（申込順）※１団体２名まで
費　　用　550円（税込み）※当日、会場でお支払いいただきます。
持　ち　物　筆記用具、パソコンやスマートフォン、タブレット端末のいずれか１点
※事前に、Zoomのアカウント（無料で作成できます）登録をしておいてください。
申し込み　町田ボランティアセンター　電話042-725-4465
　　　　　メール：vc@machida-shakyo.or.jp

申請締切
迫る！

「福祉体験学習」
支援ボランティア養成講座参加者募集
　市内の小中学校等での福祉体験学習

（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や
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
伝いしたい方をお待ちしています。

日　　時　３月22日（火）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ほか
内　　容　町田市の福祉教育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の意見交換
定　　員　20名（申込順）
費　　用　550円（税込み） ※当日、会場でお支払いいただきます。
講　　師　町田市学校支援センター職員
申し込み　町田ボランティアセンター　電話042-725-4465
＊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。

玉ちゃん図書室　
　本のリユースのみならず、多世代交流や
居場所が欲しいという地域の声にお応え
して、昨年10月２日（土）にオープンいた
しました。
　駅から近い、緑の庭の小道を抜けた
離れの一軒家。素敵なお庭に囲まれ、

『おばあちゃんち』にいるようなくつろげ
る空間です。お母さん・お父さんが幼い
お子さんといらして読み聞かせをしたり、ご年配の方々が昔懐かしい本を
手に取られたりと、ゆったりと居心地の良い場所として利用されています。
　心優しい地域の方々がお当番でおりますので安心してお越しください。
　皆様からの寄贈本のみで成り立っていますが、懐かしい本から近年の
本まで、小説から、絵本・児童書、実用書（料理・手芸・子育・介護・心
に寄り添う本等）、かなり専門的な美術全集や写真集まで、種類も幅広く
現在1,700冊ほどに及んでいます。
　今後は、読み聞かせ、詩や英語の朗読会、紙芝居などいろいろな企画も
予定してます。

開所日時　毎週水曜日・土曜日　午前10時～午後４時
場　　所　玉川学園地区社協交流室（玉川学園7-7-21）

ミシンを使って入学準備のお手伝い
日  　時　３月12日（土）、13日（日）　
　　　　　午前10時～正午、午後１時～３時
場　  所　玉川学園地区社協交流室（玉川学園7-7-21）
参 加 費　100円
持 ち 物　園や学校指定サイズの布地

玉川学園地区社会福祉協議会からの
お知らせ

町田家庭教会様

詳細は
こちらから

「傾聴」を広く知ってもらうための
講習会を開催します！！
　「傾聴」とは、相手の心に寄り添いながらお話を聞くことです。傾聴の
大切さを学ぶことで、ボランティア活動だけでなく、家族や職場、近所
づきあいなど、日常生活のさまざまな場面で役立ちます。ぜひ、ご興味の
ある方はお気軽にご参加ください。

日　　時　３月25日（金）午後２時～４時
場　　所　町田市健康福祉会館４階　講習室
講　　師　NPO法人 P.L.A（パートナーシップアンドリスニングアソシエーション）
　　　　　理事長　後庵正治 氏　　
定　　員　50名（申込順）
費　　用　550円（税込み）※当日、会場でお支払いいただきます。
申し込み　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）　※2022年度、初級クラス夜の部は開講いたしません。

期　　間　５月21日（土）～ 2023年２月26日（日）
　　　　　（全29回／開講式・修了式・合同講演会を含む）
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
費　　用　2022年度より、受講料が無料となります。
申し込み　３月31日（木）<必着>で所定の申込用紙と84円切手を貼った返信用
　　　　　 封筒を町田ボランティアセンターに提出してください（郵送可）。

時　　間　昼クラス：午前10時～正午　夜クラス：午後７時～９時
※申込用紙は町田ボランティアセンターにて配布、またはホームページからも印刷

できますので詳細をご確認ください。
※入講試験は、上級クラス：４月16日（土）、養成クラス：４月17日（日）
　各日ともに午後２時～４時に行います。
詳細は、ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

手話講習会受講生募集 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！

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

開所日時：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

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：法人総務課　電話042-722-4898

あいちゃんクッキー
春セット販売中！！
　バレンタインのお返しや日頃お世話になって
いるあの方へ・・・
　「感謝の気持ちをこめて」あいちゃんクッキー
を贈ってみませんか！？
　ベーカリーひあたりの『あいちゃんクッキー』
は、こだわりの原材料で丁寧に焼き上げた定番
の人気商品です！香ばしくやさしい味わいの
クッキーは、珈琲や紅茶にもぴったりです。
　ぜひ、ご賞味ください。

あなたの地域で「まちだ社会福祉だより」を
ご覧になりませんか
　本会広報紙「まちだ社会福祉だより」を、お住まいの地域の中でご覧に
なりませんか。回覧板に挟んだり、掲示板に掲示したり、ご覧いただく
方法は様々です。町田市内の身近な福祉活動についての情報が満載な

「まちだ社会福祉だより」をぜひご活用ください。

対象団体　町田市内の町内会・自治会、任意団体（老人クラブやボラン
ティアグループ、趣味のサークル等）、企業・法人等

提供部数　必要数に応じて各号30部まで提供します。指定いただいた送付
先に、必要部数を郵送します。

発　行　日　年６回、奇数月の１日に発行
申請方法　QRコードより、必要な情報を入力してください。
　　　　　インターネットによる回答が難しい場合は、下記問い合わせ先

までお問い合わせください。
そ　の　他　提供部数や配布方法についてご希望がありましたら、お気軽に

ご相談ください。

「あいちゃんクッキー」は、福祉施設「まちのひ」と社協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。

募集しています！ボランティア
対　象 活動場所 募　集　内　容

高齢者

児　童

傾聴、作品制作のお手伝い、レクリエーション
の補助、将棋や麻雀のお相手など

相模原市内の小学校、子どもセンター等での
理科実験出前授業のための教材の作成など

（町田市内の子どもたちも対象）

団　　体　　名

デイサービスゆらり

理科で遊ぼう会

本町田

相模原市
中央区

申請はこちらから

●春セット取扱店
ベーカリーひあたり（富士作業所）
公民館喫茶
せりがや会館１階管理事務所
ほっとスペースさくらさくら
まちだ名産品の店　心和

カフェマーケット（和光大学ポプリホール１階）
コワーキングカフェ
鶴川あんしん相談室
町田市国際版画美術館
町田ツーリストギャラリー

クラス 曜　日 対　　象 内　　容 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 木曜日 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
（昼）

（昼・夜）

（昼・夜）

（昼・夜）

火曜日 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
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）

春セット500円（
税
込
み
）

和光大学ポプリホール鶴川
（鶴川駅北口より徒歩３分）

町田市民ホール ☎042-728-4300お問い合わせ
お 申 し 込 み

発売中6才～入場料 700円
4月26日㈫ ①10:30上映 ②14:30上映

パリで暮らしているウィルに、父の死期が近いと連絡
がくる。結婚式以来、疎遠になっていた父の本当の話
を聞きたいと願うウィル。
そんなウィルに父は自身の
若き日の物語を語るが
―。
ティム・バートン監督が父
と子の絆を描く感動ストー
リー。

ビッグ・フィッシュ
（2003年/アメリカ/125分）

© 2003 Columbia Pictures Industries, Inc. 
All Rights Reserved.

広 告 掲載広告募集　発行部数100,700部
１枠（約6.5×5.9cm）19,800円（税込み）

ま ち だ 社 会 福 祉 だ よ り 2022年（令和４年）３月 第 222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
リラックスサロン“ナチュラ”

問い合わせ：地域福祉課　電話042-722-4898

　2020年からスタートしました。まだ
日が浅くなかなか地域に浸透しており
ませんが、毎回ご参加の方の反応は
「動かしづらい所が自然と動き出して
いる」との事です。
　本来の自分の可動範囲をもっと広げ
て、正しい姿勢・体勢に近づくことが
出来れば、怪我や病気の予防につなが
ります。
　これをきっかけにして、自分の身体
と向き合うことができたら毎日を楽し
く健康に過ごせると信じています。

●主な場所
千都の杜自治会館
（町田市能ヶ谷4-33-1）

●主な活動内容
近隣の皆様と健やかに日々を過ごせ
るように簡単なヨガやストレッチ等
で心と身体を整えていきます。

●日　時
毎月第一、第三火曜、
あるいは水曜日　午後４時～５時

●費　用
300円（要予約）

ヨガマット貸出可能
（お持ちの方はご持参ください）。
動きやすい服装。タオル、飲み物持参。
場所が狭く密を避けるために定員７名です。

問い合わせ：地域福祉課 ここなび担当　電話042-722-4898

問い合わせ：法人総務課　電話042-722-4898

〇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。

登録研修会開催日時　３月30日（水）午後２時から
　　　　　　　４月21日（木）午後２時から
　　　　　　　５月23日（月）午前10時から
　　　　　　　６月29日（水）午後２時から
　　　　　　　　　※当日は介護保険証をお持ちください。
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
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
　登録研修会の開催を中止する場合があります。

　ボランティア活動や地域活動を安心して行うための「ボランティア保険」
「行事保険」の受付を行います。ボランティア保険とはボランティア活動中
のケガや損害賠償責任を補償してくれる保険です。2022年度加入分につき
ましては、３月より受け付けを行います。「行事保険」については、保険料

（掛金）の変更があります。
　詳細は、東京福祉企画のホームページをご覧ください。

　「ここなび(こころのナビゲーション)」は社協ホームページにある小学生
から高校生までのいろいろな悩みごとに答えるページです。みなさんから
のいろんな悩みごとに寄り添い答えてくれるここなび相談員を募集します。
応募資格　以下の項目におおむね該当する方

①子ども相談事業に関心があり、
　子どもの様々な悩みに真剣に向き
　あえる方
②WordやExcelを使って文章を作成できる方
③月１回程度開催される相談員会議に出席可能な方
④パソコンでのメールの送受信が可能な方

募集人数　２名　
応募方法等　お問い合わせいただくか、ホームページをご確認ください。
応募締切　2022年３月11日（金）必着

ここなび相談員募集
こどもの悩みごとに答える

　本会では、他にも大口寄附、遺贈・相続寄附、
香典寄附などの各種寄附金を受け付けています。
まずはご連絡ください。
※本会への寄附金は、税額控除の対象になります。

家庭に眠っている「小銭」を、地域福祉に
役立てませんか？

ボランティア養成事業

本会が寄附金を財源の一部として推進する地域福祉活動の例

ふれあいサロン活動※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。
　参加を希望される際は、必ずお申し込みください。

キャッシュレス
決済ばかりで、
小銭を使う
機会がなく
貯まる一方で

気軽にできる
「地域貢献」

何かないかしら？

町田市社協に
ご寄附ください。
地域福祉推進の
財源として、

役立てていきます！

銀行で小銭を
入金すると、
手数料が

かかるんだって

町田市いきいきポイント制度で活動しませんか

2022年度「ボランティア保険」「行事保険」のご案内

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

　本会の基本理念である「誰もが安心してしあわせに暮らせるまちづくり」を
実現するために、具体的な取り組みを示す「第五次町田市地域福祉活動計画

（計画年度：2022年度から2026年度）」の策定を進めています。
　昨年12月15日から12月28日には、パブリックコメントを募集し、市民
の皆様から19件のご意見をいただきました。ご協力いただきありがとうご
ざいました。いただいたご意見と回答については、本会ホームページ上に
掲載いたしますので、ぜひご覧ください。
　第五次計画の４月からのスタートに向け、本会会長から諮問された「第五
次町田市地域福祉活動計画策定検討委員会（委員長：法政大学　佐藤繭美教
授）」では答申に向けた最終調整に入っています。
　新しい計画のスタートにぜひご期待ください！

「第五次町田市地域福祉活動計画」策定が
最終段階を迎えました

問い合わせ：地域福祉課　電話042-722-4898

　高ヶ坂学童保育クラブは、町田第六小学校の中にあり、現在52名の子ど
もたちが在籍しています。本クラブが大切にしている事は「お友だちのい
い所をたくさん見つける」「みんなそれぞれ違っていい」という考え方で
す。毎月お誕生日のお祝いでは、みんなからお誕生日のお友だちへ「いい所」
を伝えるメッセージプレゼントをしています。今までのプレゼントでは「仲
間に〝入れて〟って言ったら〝いい
よ〟って言ってくれた。やさしい！」
「おもしろい事を言って笑わせてく
れる。おもしろい！」「鬼ごっこで足
が速い。すごい！」などがありまし
た。子どもたちは自分がどんな言葉
のプレゼントをもらえるかが楽しみ
なようです。子どもたちがお互いの
いい所をたくさん認め合い、一人一
人の個性が輝く高ヶ坂クラブにして
いきたいです。

高ヶ坂学童保育クラブ（場所：町田第六小学校内）

学 童 保 育 ク ラ ブ だより
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