
　３月25日に贈呈式を行い、常務理事の西原様（写真中）、ボラ
ンティア委員長の丹田様（写真右）から物品を寄附していただき
ました。
　町田市シルバー人材センター様からは、昨年度もたくさんの文
房具のご寄附をいただき、市内で学習支援を行う団体に提供し、
子ども達への支援に役立てさせていただきました。
　今年度は更にたくさんの文房具をいただき、海外の子ども達の
支援を行う団体をつうじた支援や昨年同様に町田市内の子ども達
の学習支援に役立てさせていただきます。
　毎年、たくさんの文房具をご寄附いただき、ありがとうござい
ます。

お待たせしました

３年ぶりの福祉バザーは
会場を「せりがや会館」に
移して開催します。
詳細は７月１日発行の
まちだ社会福祉だよりで
ご案内します。
ご期待ください！

バザー開催に先立ち、以下の子ども用品の提供を募集します

・着られなくなった子ども服
　（160センチまで）、くつ、くつ下、
　帽子などの服飾雑貨

・遊ばなくなったオモチャ
・読まなくなった絵本
・未開封のおむつやおしりふき

など、今それを必要としている方にお譲りしませんか？
バザー品を提供してくださった方で、本会公式LINEを友だち追加してくだ
さった方には、バザー当日に使えるクーポンをお配りします。

リサイクルに参加してバザー品をお得にゲット！
～購入された方が気持ちよく使用できる物品の提供にご協力ください～

物品受付日時　６月１日(水) ～　※土日祝日を除く
　　　　　　　午前９時～午後５時
受　付　場　所　せりがや会館（原町田4-24-6）１階管理事務所
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Googleマップが
開きます

せりがや会館
（原町田4-24-6）

会館屋上のピンクの看板が目印！

町田市でも同様の取り組みを行っています。
詳しくはQRコードからご確認ください。

一般社団法人町田市文化協会様より
救援金をお預かりしました

ウクライナ人道危機救援金を受け付けています
　日本赤十字社では、ウクライナでの人道危機対応及びウクラ
イナからの避難民を受け入れる周辺国とその他の国々における
救護活動を支援するため、「ウクライナ人道危機救援金」を募集
しています。本会でも５月31日（火）まで救援金を受け付けま
す。みなさまの温かいご支援をお願いいたします。

救援金の受付場所

▲

町田市民フォーラム４階
　（社協事務局、福祉サポートまちだ）▲

せりがや会館
　（会館管理事務所、学童保育課）

　近年、地域の福祉課題は複雑・複合
化し、現在の制度の枠組みだけでは解
決が困難となっています。さらに、新
型コロナウイルス感染症の流行は、住
民の生活や福祉活動にも大きな影響が
出ています。
　そのような状況の中、第五次町田市
地域福祉活動計画策定検討委員会にお
いて、これから地域の皆様と連携・協
働して取り組むべき内容を「活動計画」として検討し、３月３日に策定検討委
員会・佐藤繭美委員長（法政大学現代福祉学部教授）（写真右）から本会鈴木会
長（写真左）へ答申書が手渡されました。その内容を基に、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『第五
次町田市地域福祉活動計画』を策定しました。
　計画期間は2022年度から2026年度までの５年
間で、４月から計画１年目がスタートしました。
これからが本番です！
　皆様には、より一層のご理解とご協力をいただ
きますよう、よろしくお願いいたします。
　計画書本冊子や計画書概要版は本会ホームペー
ジから閲覧可能ですので、ぜひご一読ください！

今年は 9月に
実施予定！

こちらから
閲覧できます

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

第223号　５/１ 2022年（令和４年）

発　　　　行　社会福祉法人 町田市社会福祉協議会
ホームページ　https://www.machida-shakyo.or.jp/
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７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/

「まちだ社会福祉だより」の10文字を、縦６cm×横15cm
以内に収めて、自由な発想でデザインしてください。
採用された作品は本紙タイトルとして掲載します。
詳しい応募条件や提出方法は本会ホームページから
ご確認ください。
問い合わせ　法人総務課　電話042-722-4898



福祉車両の実演の様子 研修を受講された皆様

地域福祉コーディネーターと地域住民
が共に地域の課題解決を目指します。

合計 4,452,196円
2022年２月５日～４月８日現在

ご寄附ありがとうございました

≪一般寄附≫
　個　人 今枝由弘、岡田節人、青島治敏、匿名５件
　団　体 株式会社ベルク町田野津田店お客様一同
 森野卓球クラブ、町田遊技場組合
 浄土宗八王子組寺庭婦人会、鎌倉古道・歴史遺産の会
 NPO法人日本入れ歯リサイクル協会、匿名２件
≪物品寄附≫
　個　人 田中啓司（カタログギフト３冊）

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！

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。

2022年２月５日～４月８日　

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 三宅　進、匿名１名
団　体 クラスタイル株式会社

（順不同・敬称略） （順不同・敬称略）

2022年度 事業計画
2022年度 社協会員募集

相原地区社会福祉協議会
「町田市地域支え合い型認定ドライバー養成研修」を開催しました！

　2022年度は第五次町田市地域福祉活動計画（１面で紹介）をスタート
させる一年となります。町田市が策定した「町田市地域ホッとプラン」と
連携・協働しながら、複雑化・複合化した地域の福祉課題の解決に取り
組んでまいります。
　第五次町田市地域福祉活動計画における「重点的な取り組み」と連動
して、以下を重点事業として取り組みます。

１　地区ごとの福祉ネットワークづくり
　　具体的には…

２　福祉サービス事業者や当事者団体など
　多様な主体との連携
　　具体的には…

３　災害に備えた意識啓発と体制整備
　　具体的には…

　2022年度事業計画・予算についての詳細はQRコードから
閲覧できます。

たくさんの
小銭のご寄附を
いただきました。

2021年度までの会費 2022年度からの会費

会員の種類

正　会　員
賛助会員
特別会員

200円以上
2,000円以上

10,000円以上

会員の種類

正　会　員
賛助会員
特別会員

500円以上
3,000円以上

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。

商品券・
QUOカード
図書カードに
交換できます

2022年度 予算
事業区分 拠点区分 予算（単位:千円）

社会福祉
事業

公益事業

地域福祉推進拠点区分

障害者総合支援事業拠点区分

歳末たすけあい運動事業拠点区分

介護保険事業拠点区分

法人全体予算額

982,438

47,021

324

19,180

1,048,963

住民の身近な相談窓口と
して市内1か所に地域福祉
コーディネーターを配置
します。

地域公益活動推進協議会を立ち上げ、市内の社会福祉
法人による横断的なネットワークづくりを進めます。
また、その過程でフードバンク事業の充実を図ります。

被災地域に近い拠点に現地災害ボランティアセンター
（サテライト）を開設できるよう町田市と協議を進めます。

▲詳細はこちらから

申請期限に
ご注意

ください

　相原地区では昨年10月に相原地区社会福祉協議会（以下、地区社協）が立ち
上がりました。今後は地域で外出や移動にお困りの方たちへ、地域住民が得意な
ことを持ち寄り支え合うしくみ「相原人材BANK」を活用した移動支援に取り組ん
でいく予定です。その活動に向け、３月８日～10日に「町田市地域支え合い型
認定ドライバー養成研修」に、地区社協の関係者９名が参加しました。研修で
は、移動サービスの基礎知識やサービス利用者の理解、福祉車両・セダンの運転
実技、接遇や介助等、盛沢山な内容でした。３日間の長い研修でしたが、参加
者の皆様はとても意欲的に、熱心に取り組んでいました。今後、地域での支え合い
活動に今回の研修が活かされることで、地域の方々が安心して暮らしていける地域
づくりがより一層広がっていくと感じました。
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火 相談日   毎月第２・４木曜日
時　間　午後１時～４時（１人40分程度）
定　員　４名（相談希望日の前日までにご予約ください。）
場　所　町田市社会福祉協議会　相談室

　「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。

「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

その入れ歯、捨てるなんてもったいない！
　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）ユニセフ協会に寄附するとともに、一部を
本会が実施する地域福祉推進のための財源として役立てています。

・町田市社会福祉協議会（町田市民フォーラム４階）
・町田市庁舎南出入口ロビー

・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）
・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

 
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。

〒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

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

傾聴ボランティア養成講座
受講生募集！
　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や個人のお宅等、色々な形で
ボランティア活動をおこなっています。

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
日　　時　６月16日～７月21日　毎週木曜日　午後１時30分～４時
場　　所　町田ボランティアセンター講習室、活動室
定　　員　30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

20日（金）（必着）までにご送付ください。
申　込　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」

～不要になった入れ歯のご寄附をお願いします～

いきいきポイントの還元が
６月から始まります！
　いきいきポイント(2021年度活動分について)の還元が６月１日（水）から町田ボラ
ンティアセンターで始まります。登録者のみなさまには通知を送付しております。
　還元には2021年度いきいきポイント手帳が必要です。忘れずにお持ちください。

受付期間　６月１日（水）～ 2023年３月31日（金）
　　　　　（月曜日～金曜日　※祝日・年末年始は除く）
受付時間　午前９時～午後４時

　次回の登録研修会は５月23日（月）午前10時から開催します。研修会の参加、
以降の研修会日程については、下記までご連絡ください。

【町田ボランティアセンターでの還元】

【登録研修開催予定】

新人職員のつぶやき
　新年度を迎え、新たに４名の正規職員
が入職しました。次号から「新人職員の
つぶやき」と し て、新 人 職 員 の フ レ ッ
シュな思いや姿をお伝えしていきますの
でお楽しみに！

町田ボランティアセンター登録団体からの募集
費　用日　　　時事業名（内容）団　体　名 場　　　所 連　絡　先申し込み

募 1,500円
【説明会】
5/18（水） 午後１時30分

【講　座】
6/8 ～ 9/28の水曜日 全10回

音訳ボランティア
養成講座

町田音訳グループ・
朗奉

せりがや会館３階
ボランティアサロン

大会議室
042-732-7227　鈴木 

ハ ガ キ に 住 所、氏 名、電 話 番 号、
年齢を明記の上、5/13（金）までに
194-0013　原町田4-24-6せりがや
会館内　町田音訳グループ・朗奉

イ 無料5/14（土）
午前10時～午後３時（雨天中止）春季福祉バザー町田ボランティア

連絡協議会
ぽっぽ町田
屋外広場 042-732-9673　大村不　要

イ イベント告知募 参加者募集詳細については各団体にお問い合わせください。

回収BOXの設置場所 寄附の方法

送　り　先
回 収 対 象

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：法人総務課　電話042-722-4898

問い合わせ：法人総務課　電話042-722-4898

問い合わせ：町田ボランティアセンター　電話042-725-4465 問い合わせ：町田ボランティアセンター　電話042-725-4465

新たな会費区分で地域の取り組みの充実を図ります

　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
づくりに取り組んでいます。
　2022年度は、フードバンク事業（食にお困りの方への支援）や困りごと
を抱えた人への相談支援拠点設置等、活動の充実を図ります。引き続き、ご
支援賜りますようお願い申し上げます。

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、このような状況で収入が減少してしまった方（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。

申請受付には期限があります。最新の情報はホームページを
ご確認ください。

　町田市在住の65歳以上の方が、地域貢献につながる活動を
行うことにより社会参加し、ご自身の介護予防につなげ、
活動に応じて“ポイント”を付与する制度です。
　制度を利用するには、介護保険証をお持ちになり登録研修
会の受講が必要となります。

いきいきポイント制度とは・・・

2021年度は本会・町田市庁舎合わせて1,780グラムの不要入れ歯を回収し、合計59,454円の益金となり
ました。ご協力ありがとうございました。

ま ち だ 社 会 福 祉 だ よ り 2022年（令和４年）５月（２）第 223号



福祉車両の実演の様子 研修を受講された皆様

地域福祉コーディネーターと地域住民
が共に地域の課題解決を目指します。

合計 4,452,196円
2022年２月５日～４月８日現在

ご寄附ありがとうございました

≪一般寄附≫
　個　人 今枝由弘、岡田節人、青島治敏、匿名５件
　団　体 株式会社ベルク町田野津田店お客様一同
 森野卓球クラブ、町田遊技場組合
 浄土宗八王子組寺庭婦人会、鎌倉古道・歴史遺産の会
 NPO法人日本入れ歯リサイクル協会、匿名２件
≪物品寄附≫
　個　人 田中啓司（カタログギフト３冊）

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！

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。

2022年２月５日～４月８日　

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 三宅　進、匿名１名
団　体 クラスタイル株式会社

（順不同・敬称略） （順不同・敬称略）

2022年度 事業計画
2022年度 社協会員募集

相原地区社会福祉協議会
「町田市地域支え合い型認定ドライバー養成研修」を開催しました！

　2022年度は第五次町田市地域福祉活動計画（１面で紹介）をスタート
させる一年となります。町田市が策定した「町田市地域ホッとプラン」と
連携・協働しながら、複雑化・複合化した地域の福祉課題の解決に取り
組んでまいります。
　第五次町田市地域福祉活動計画における「重点的な取り組み」と連動
して、以下を重点事業として取り組みます。

１　地区ごとの福祉ネットワークづくり
　　具体的には…

２　福祉サービス事業者や当事者団体など
　多様な主体との連携
　　具体的には…

３　災害に備えた意識啓発と体制整備
　　具体的には…

　2022年度事業計画・予算についての詳細はQRコードから
閲覧できます。

たくさんの
小銭のご寄附を
いただきました。

2021年度までの会費 2022年度からの会費

会員の種類

正　会　員
賛助会員
特別会員

200円以上
2,000円以上

10,000円以上

会員の種類

正　会　員
賛助会員
特別会員

500円以上
3,000円以上

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。

商品券・
QUOカード
図書カードに
交換できます

2022年度 予算
事業区分 拠点区分 予算（単位:千円）

社会福祉
事業

公益事業

地域福祉推進拠点区分

障害者総合支援事業拠点区分

歳末たすけあい運動事業拠点区分

介護保険事業拠点区分

法人全体予算額

982,438

47,021

324

19,180

1,048,963

住民の身近な相談窓口と
して市内1か所に地域福祉
コーディネーターを配置
します。

地域公益活動推進協議会を立ち上げ、市内の社会福祉
法人による横断的なネットワークづくりを進めます。
また、その過程でフードバンク事業の充実を図ります。

被災地域に近い拠点に現地災害ボランティアセンター
（サテライト）を開設できるよう町田市と協議を進めます。

▲詳細はこちらから

申請期限に
ご注意

ください

　相原地区では昨年10月に相原地区社会福祉協議会（以下、地区社協）が立ち
上がりました。今後は地域で外出や移動にお困りの方たちへ、地域住民が得意な
ことを持ち寄り支え合うしくみ「相原人材BANK」を活用した移動支援に取り組ん
でいく予定です。その活動に向け、３月８日～10日に「町田市地域支え合い型
認定ドライバー養成研修」に、地区社協の関係者９名が参加しました。研修で
は、移動サービスの基礎知識やサービス利用者の理解、福祉車両・セダンの運転
実技、接遇や介助等、盛沢山な内容でした。３日間の長い研修でしたが、参加
者の皆様はとても意欲的に、熱心に取り組んでいました。今後、地域での支え合い
活動に今回の研修が活かされることで、地域の方々が安心して暮らしていける地域
づくりがより一層広がっていくと感じました。

「
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火 相談日   毎月第２・４木曜日
時　間　午後１時～４時（１人40分程度）
定　員　４名（相談希望日の前日までにご予約ください。）
場　所　町田市社会福祉協議会　相談室

　「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。

「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

その入れ歯、捨てるなんてもったいない！
　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）ユニセフ協会に寄附するとともに、一部を
本会が実施する地域福祉推進のための財源として役立てています。

・町田市社会福祉協議会（町田市民フォーラム４階）
・町田市庁舎南出入口ロビー

・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）
・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

 
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。

〒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

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

傾聴ボランティア養成講座
受講生募集！
　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や個人のお宅等、色々な形で
ボランティア活動をおこなっています。

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
日　　時　６月16日～７月21日　毎週木曜日　午後１時30分～４時
場　　所　町田ボランティアセンター講習室、活動室
定　　員　30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

20日（金）（必着）までにご送付ください。
申　込　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」

～不要になった入れ歯のご寄附をお願いします～

いきいきポイントの還元が
６月から始まります！
　いきいきポイント(2021年度活動分について)の還元が６月１日（水）から町田ボラ
ンティアセンターで始まります。登録者のみなさまには通知を送付しております。
　還元には2021年度いきいきポイント手帳が必要です。忘れずにお持ちください。

受付期間　６月１日（水）～ 2023年３月31日（金）
　　　　　（月曜日～金曜日　※祝日・年末年始は除く）
受付時間　午前９時～午後４時

　次回の登録研修会は５月23日（月）午前10時から開催します。研修会の参加、
以降の研修会日程については、下記までご連絡ください。

【町田ボランティアセンターでの還元】

【登録研修開催予定】

新人職員のつぶやき
　新年度を迎え、新たに４名の正規職員
が入職しました。次号から「新人職員の
つぶやき」と し て、新 人 職 員 の フ レ ッ
シュな思いや姿をお伝えしていきますの
でお楽しみに！

町田ボランティアセンター登録団体からの募集
費　用日　　　時事業名（内容）団　体　名 場　　　所 連　絡　先申し込み

募 1,500円
【説明会】
5/18（水） 午後１時30分

【講　座】
6/8 ～ 9/28の水曜日 全10回

音訳ボランティア
養成講座

町田音訳グループ・
朗奉

せりがや会館３階
ボランティアサロン

大会議室
042-732-7227　鈴木 

ハ ガ キ に 住 所、氏 名、電 話 番 号、
年齢を明記の上、5/13（金）までに
194-0013　原町田4-24-6せりがや
会館内　町田音訳グループ・朗奉

イ 無料5/14（土）
午前10時～午後３時（雨天中止）春季福祉バザー町田ボランティア

連絡協議会
ぽっぽ町田
屋外広場 042-732-9673　大村不　要

イ イベント告知募 参加者募集詳細については各団体にお問い合わせください。

回収BOXの設置場所 寄附の方法

送　り　先
回 収 対 象

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：法人総務課　電話042-722-4898

問い合わせ：法人総務課　電話042-722-4898

問い合わせ：町田ボランティアセンター　電話042-725-4465 問い合わせ：町田ボランティアセンター　電話042-725-4465

新たな会費区分で地域の取り組みの充実を図ります

　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
づくりに取り組んでいます。
　2022年度は、フードバンク事業（食にお困りの方への支援）や困りごと
を抱えた人への相談支援拠点設置等、活動の充実を図ります。引き続き、ご
支援賜りますようお願い申し上げます。

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、このような状況で収入が減少してしまった方（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。

申請受付には期限があります。最新の情報はホームページを
ご確認ください。

　町田市在住の65歳以上の方が、地域貢献につながる活動を
行うことにより社会参加し、ご自身の介護予防につなげ、
活動に応じて“ポイント”を付与する制度です。
　制度を利用するには、介護保険証をお持ちになり登録研修
会の受講が必要となります。

いきいきポイント制度とは・・・

2021年度は本会・町田市庁舎合わせて1,780グラムの不要入れ歯を回収し、合計59,454円の益金となり
ました。ご協力ありがとうございました。

「まちだ社会福祉だより」に
広告を載せてみませんか？

１枠　19,800円
２枠　39,600円

※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」は、奇数月の１日に
（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。

問い合わせ：総務係　電話042-722-4898㈹まで

広告料
（税込み）

広　告 掲載広告募集
発行部数95,200部 １枠（約6.5×5.9cm）19,800円（税込み）

ま ち だ 社 会 福 祉 だ よ り 2022年（令和４年）５月 第 223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

こころぷれいす

問い合わせ：地域福祉課　電話042-722-4898

ママとお子さんが安心して楽しく過ご
せる場所です。
主催者は保育士。カウンセラーの資格
があるので安心して気軽に相談なども
できます。
はじめてのママ友作りの場所にもなっ
ています。
公式LINEにお友達登録してお申し込み
ください。インスタグラム、公式ライ
ンで開催スケジュールや情報などをお
知らせしています。

●主な場所
成瀬コミュニティセンター

●主な活動内容
手遊び、ふれあい遊び、リトミック、
絵本の読み聞かせや知育も取り入れ
ています。
ママ同士でお友達になったり情報交
換など、ゆっくりできる時間もあり
ます。手作りオモチャなどもあり、
楽しみながら多くのママとお子さん
が参加されています。

●日　時
月３回（月曜日が多いです）
午前９時45分～ 11時45分

●費　用
無料（制作があるときは材料費が
かかる場合があります）

お子様だけではなく、
ママも楽しかった！と

お声をいただいております。

問い合わせ：地域福祉課　電話042-722-4898

　企業のSDGsや社会貢献活動として取り組みをしている明治安田生命町田
営業所のフードドライブ活動をご紹介いたします。

　明治安田生命町田営業所の職員の皆様は、職場内でご家庭にある使用
する予定のない食品を集める「フードドライブ」活動を３年前から年に３～
４回実施しています。
　開始当初より職員の皆様にフードドライブ活動が浸透し、ご寄附いただく
食品が段々増え、ありがたく思っています。

　本会で推進している「フードバンクまちだ」の一環とし
て、2021年11月から「ごはんでエール」事業を開始しまし
た。第１弾として「フードバンクまちだ」にご寄附いただい

た食品を、本会を通じて生活福祉資金を借り入れた世帯に向けて提供して
います。お米・お菓子・調味料等を組み合わせたパッケージを作り、心を
込めてお渡ししています。
　お渡しできる食品の数量が限られていたり、食品を受け取れる場所が
１ヶ所しか無かったりする
等、まだまだ課題も多いで
すが、１人でも多くの方へ
支援が届くよう取り組んで
いきます。
「ごはんでエール」「フード

バンクまちだ」へのご理解と
ご協力をよろしくお願いい
たします。

フードドライブで集まった食品を、本
会の「フードバンクまちだ」にご寄附をい
ただき、食にお困りの世帯や、ひとり親
世帯へ配付を行っています。

　このような「もったいない」から「ありが
とう」に繋げる「フードドライブ」を企業や
団体様で取り組んでみませんか？
　ご検討をお願いいたします!!

企業のフードドライブ活動の紹介 「ごはんでエール」事業を開始しました

　本会が運営する学童保育クラブでは、2022年３月から、児童・保護者の
安全安心のため、学童保育クラブ業務支援ICTシステム「コドモン」を導入
しました。おたより配信などは、全15クラブで、出欠席等の連絡のやりと
りや登降所時のアプリ通知は、学童21保育クラブ（町田第二小）で先行して
スタートしました。2022年秋頃までに全15クラブで導入予定です。

学童保育クラブでICTシステムを導入しました

提供した食品の例

なんのために？

どんなことができるようになるの？

●子どもたち・保護者の安全安心
●保護者の利便性の向上

例えば・・・
●学童保育クラブからの連絡、おたよりがメールやアプリで届きます。
●出欠席や降所の時間・方法の連絡が、メールやアプリ上でできます。
●子どもが学童保育クラブに登所・降所した際に、保護者の方へアプリ

通知が届きます。

保護者の声 子どもたちの声

連絡帳を
ランドセルの中から
出すのが面倒だったけど
ピッとするだけだから

楽ちん！

QRコード
での打刻が
楽しい！

子どもの
登所・降所の際に
お知らせが届くのは
とても安心!!

お休みの連絡を
電話で連絡するよりも
簡単にできる。

朝の通勤の電車の中でも
できるから楽！

日　　時　６月７日（火）午前10時～午後３時
６月８日（水）午前10時～午後３時
６月９日（木）午前10時～午後３時

場　　所　町田市民フォーラム４階　第２学習室Ａ・Ｂ
費　　用　1,500円／教材費（普通救命講習）として

　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。

2022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

※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症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。

（場所 :成瀬台小学校内）

　すまいる学童保育クラブは、成瀬台小学校の体育館の下にあり、今年度
は120名を超える子どもたちが通っています。クラブでは、子どもたちが
楽しめる行事を大切に考えています。毎月のお誕生会では、ちょっと豪華
なおやつと、魚釣りゲームやジャンボジ
グソーパズル、オリジナルカードを製作
してのカード遊び等のイベント、季節の
行事など実施しています。また、新入生
歓迎会ではくるくる工作をして楽しく遊
びました。
　今後も子どもたちの「やってみたい」と
いう気持ちを大事にし、充実したクラブ
生活を送れるよう取り組んでいきます！

タイトル作成：和田　紘成
山口さくら

クラブの子どもがデザインしました。
とっても上手！
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