
　高校時代に所属していたラグビー部で３日間、児童養
護施設へボランティアに行くことになりました。当日、
「子ども達と遊んであげて」と言われ、戸惑っていると、
子ども達は一生懸命遊びに誘って
くれました。振り回されているだ
けの私でしたが、子ども達はとて
も楽しんでくれて、とてもやりが
いを感じたことを今でも覚えてい
ます。将来の自分に生かせるやり
がいや目標を見つけることができ
た３日間でした。

市立中央
図書館

町田市民
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町田第二小学校

※お車でお越しの際は、近隣の有料駐車場をご利用ください。
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せりがや会館
（原町田4-24-6）

問い合わせ：法人総務課　TEL042-722-4898

「福祉バザー」改め 子育て世帯を応援！

　コロナ禍により、過去２年間は中止となりましたが、今年度は「子育て世帯を応援」を
コンセプトに開催方法・内容を見直し、名称を「バザーでエール」と改め、新たな取り組み
として再始動します。
　ぜひお気軽にご参加ください。

日時　９月10日（土）午前10時～午後３時30分
会場　せりがや会館（原町田4-24-6）
●子ども用品類
衣類（ベビーから 160cmまで）
帽子・靴・だっこ紐・傘
★オムツ・おしりふき
おくるみ　など

●おもちゃ類ほか
ゲーム・絵本
人形・ボードゲーム
子ども用手おし車・子ども用乗り物
手作りの子ども用品　など

●その他
★タオル・タオルケット
★毛布、シーツ
★食品、石けん、洗剤　など

・抽選会　・ヨーヨー釣り
・焼きそば　もあるよ

特設ページにて
最新情報をチェック！

上記の物品の提供を、下記の会場で受け付けます。
会　　場

せりがや会館（開催場所と同じ）

鶴川市民センター　地域活動室

和光大学ポプリホール鶴川　交流スペース
（3水スマイルラウンジにて）

南市民センター　第 1会議室

堺市民センター　第 1会議室

小山市民センター　第 3会議室

日　　時

土日祝日を除く、午前 9時～午後 5時

土日祝日を除く、午前 10時～正午、午後 1時～ 3時

第 3水曜日（7/20、8/17）午前 10時～午後 3時

7月 5日（火）午後 1時 30分～ 3時

7月 27日（水）午後 1時 30分～ 3時

8月 24日（水）午後 1時 30分～ 3時

バザー対象物品をご提供いただき、本会LINE公式アカウントに友だち追加して
いただくと当日使えるお得なクーポンをプレゼント

バザー対象物品

来場いただいたお子様に
ポップコーンを
無料プレゼント！

★：未使用品のみの受付

お名前入っていてもOK! おとなのものもOK!

雨天決行

　ボランティアを通じて、社会貢献による充実感、
感謝される喜びを得ることができます。
　４月に入職した新人職員も学生時代にボラン
ティアを体験し、新しい自分に気づいたり、将来
へのヒントを得たようです。
　夏休みのちょっとした時間でボランティアを体
験できる「夏ボラ」に参加し、新しい自分を発見
してみませんか。
　詳しくは中面をご覧ください。

　私は学生時代に知的障がい者施設のお祭りでマンドリ
ンという楽器演奏のボランティアをしたことがありま
す。障がいのある方、お祭りに遊びに来ている地域の方、
スタッフの方も音楽を通して、手を叩いて楽しんでいる
姿を見ることができました。その後、お祭りを回ってい
ると地域の方が「演奏良かったよ」
と声をかけてくださいました。自分
の好きなことを活かして
楽しみながらボランティ
ア活動ができることを知
りました。

中面の「2022 やってみよう！夏！体験ボランティア」をチェック！

～新人職員ボランティア体験記～

町田市民生委員児童委員協議会
共催

新人職員　佐藤 彩葉 新人職員　開発 雅也

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８月末日です。詳しくは中面をご覧ください。

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
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応募締め切り
7月31日（日）

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。

作成：町田市成瀬台在住
　　　木村 美琴さん



一般社団法人町田市文化・国際交流財団様より▶
ご支援いただきました。和光大学ポプリホール
鶴川等に募金箱を設置して取り組まれました。

合計 1,774,483円
2022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

≪一般寄附≫
　個　人 清塚サダ子、佐々木のり、横山一次、小林祐士、武川　節
 匿名９件
　団　体 町田要約筆記サークルかけはし、町田市役所部課長OB会
 テニスクラブただもん、戸大建設工業株式会社、エコネット町田
 ボランティア市民サロンたんぽぽ、ボランティア市民サロン陽光会
≪物品寄附≫
　個　人　比嘉　剛（車いす）、匿名１名
　団　体　東京町田サルビアロータリークラブ（子ども食堂マップ）

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、武川　節、竹内和也、田畑健久、八木孝司
 湯浅重幸、石間　裕、剣持　勝、渡辺　崇、馬場昭乃
 叶内昌志、北澤英明、生部　誠、北澤とみ子、鈴木　忠
 島崎寿夫、陶山慎治、梶川信宏　匿名16名
団　体 有限会社セキヤスポーツ、 クラブ天和
 (福）香楓会　小野路保育園、株式会社ケイアンドエム
 手話グループハンドチャット（順不同・敬称略） （順不同・敬称略）

高齢者・障がい者のための
福祉法律相談

「まちだ社会福祉だより」の
タイトルデザインを募集します

受験生チャレンジ支援貸付事業のご案内

　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　社協会議室
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た場合、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。

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、下記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、
下記連絡先までお問い合わせください。

申請受付締切
８月31日受付（本会到着）分まで

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援活動を支援する
ため、「ウクライナ人道危機救援金」を募集しています。
　当初、５月31日（火）までとされていた受付期間が、８月31日（水）まで
に延長されました。引き続き、皆様の温かいご支援をお願いいたします。

申請期限に
ご注意ください

報　告
５月31日時点で、234,353円の
ご支援をいただきました。お預かり
した全額を、町田市を通じて日本
赤十字社にお届けします。

本会での救援金受付場所
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、学童保育課事務局）
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2022やってみよう！
夏 ! 体験ボランティア参加者を募集します！
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、２年間実施ができなかった

「夏！体験ボランティア」（通称「夏ボラ」）が３年ぶりに復活します！
　夏ボラでは、学生や社会人の皆様が夏休み期間を利用し、市内の福祉施設や
ボランティア団体等でボランティア活動を体験することができます。
　ボランティア活動に一歩を踏み出す“きっかけ”としてぜひご参加ください！ 
＊新型コロナウイルス感染状況により開催を中止または縮小することがあります。 
＊定員超過の場合には、参加をお断りする場合があります。 

対　　象　市内在住・在学・在勤のボランティア活動に関心のある中学生以上の方 
期　　間　７月21日（木）～８月31日（水） 
活　動　先　・町田市内で活動しているボランティア団体
　　　　　　（川清掃、イベント補助、動物愛護、ゴミ拾いなど） 
　　　　　・市内福祉施設
　　　　　　（高齢者施設、障がい者施設、学童保育クラブ、保育園など） 
定　　員　100名程度
参　加　費　600円（資料代、ボランティア保険代） 
申し込み　夏ボラに参加を希望される方は、必ず事前説明会
　　　　　（右記参照）にご参加ください。 
※詳しくは、『ガイドブック』（本会ホームページからダウンロード可）をご参照ください。

◀詳細は
　こちらから

日　　時　７月 ８ 日（金）　午後６時～  ７時30分 
　　　　　７月25日（月）　午前10時～ 11時30分 
　　　　　※上記日程のうち、どちらか１日の参加をお願いいたします。
会　　場　町田市民フォーラム４階　ボランティアセンター講習室 
定　　員　各日　25名ずつ（申し込み順）
申し込み　町田ボランティアセンター（電話042-725-4465）まで

お電話ください。

2022やってみよう！
夏 ! 体験ボランティア説明会

＜その他＞
　夏ボラの【ガイドブック】と【参加申込書（兼 自己紹介カード）】を
本会ホームページからダウンロードできます。
　また、町田ボランティアセンターの窓口でも配布しています。（日曜・
祝日除く　午前８時30分～午後５時15分）。
　説明会に参加される方は、必要事項を記入した参加申込書（兼 自己
紹介カード）、ガイドブック、参加費をご持参ください。
※中高生の参加については保護者の同意書が必要となります。

募集しています！ボランティア さあ～、あなたの出番です

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

高 齢 者 NPO法人 桜実会　デイサービス南大谷 南大谷 ①書道　アドバイス、利用者見守り等　　②絵手紙　企画、利用者見守り等　
③傾聴　利用者とお話　　④麻雀　利用者と麻雀（コロナ感染予防対策中のため検討中）

①敷地内の草むしり　　②掃き掃除、拭き掃除、書類整理などの施設内清掃　　③楽器演奏

①手芸クラブのお手伝い

①活動準備・清掃　　②活動中の保育対応

①小学生軟式野球チームのボランティアスタッフ（コーチ、マネージャー等）

高 齢 者 みずきの家 本町田

高 齢 者 社会福祉法人 南町田ちいろば会 みぎわホーム 南町田

障がい児 南つくし野

児 童 山崎ステイヤーズ

NPO法人 はらっぱ 放課後等デイサービスつくしんぼ

山崎町

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

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：受験生チャレンジ支援貸付担当　電話042-722-4898

問い合わせ：法人総務課　電話042-722-4898

　本紙のタイトル「まちだ社会福祉だより」
を、自由な発想でデザインしてみません
か。採用された作品は実際の紙面タイトル
として掲載します。ぜひご応募ください。
応募条件
⑴ 「まちだ社会福祉だより」の10文字が横書きで入っていること。
⑵ 縦６cm×横15cm以内に収まっていること、または、本会指定の下絵の

枠内に収まっていること。
⑶ 平面の作品であること。
⑷ 本人が創作した未発表の作品であること、または、本会指定の下絵に

色を塗ったりイラストを追加した作品であること。

　　提出方法等は本会ホームページよりご確認ください。➡
本会指定の下絵もこちらからダウンロードできます。　

　この事業は学習塾の受講料や、高校や大学などの受験料について貸付
（無利子）を行うことにより、子どもたちへの支援を目的としています。
高校・大学に入学し償還免除申請書の提出を行うことにより返済が免除に
なることがあります。町田市では本会が相談窓口を担っています。
　2022年度から収入基準額が緩和され、支援対象が拡大されました。
　申し込みには、所定の書類提出が必要です。提出書類の準備に時間を
要するため、12月23日（金）までにお問い合わせください。
申込期限　2023年１月31日（火）
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）

「福祉のしごと相談・面接会」
開催します！

申し込み・問い合わせ：地域福祉課　電話042-722-4898

　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。
日　　時　８月18日（木）午後１時～４時（受付は午後０時30分～）
場　　所　町田市文化交流センター　６階　ホール
内　　容　１　職場の魅力PRタイム　
　　　　　２　個別相談　個別ブースにて福祉施設・採用担当者と参加者の個別相談　
　　　　　　　面接もできます！※面接を希望される方は履歴書をお持ちください。　
　　　　　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
参加方法　事前に電話か右記のQRコードから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。

新人職員のつぶやき
　中学から剣道を始め、高校の前半まで竹刀を振ってきました。
竹刀を振る手が、レジ打ちをする俊敏な指に変身し、大学卒業
までの７年間、バイトの神様と呼ばれてきました。大学を卒業
してから、一念発起し、社会福祉士の専門学校へ行き、今年１月
の試験を受けましたが、残念な結果
に終わってしまいました。そんな私を
迎え入れてくれた、町田市社会福祉
協議会には大変感謝しています。
　これから精一杯、様々な皆様との
活動や、経験を重ねて、誰もが安心
してしあわせに暮らせるまちづくり
を具現化できる職員の１人になり
たいです。（現在は身体も鍛えて
います）

地域福祉課　加藤　拓馬

服装自由・履歴書不要！！
職員と面接、話せるチャンス☆
昨年は８名の就職が決まりました。

　東京町田サルビアロータリークラブ様は、「子ども食堂が市内に点在して
いるので、地図の形にまとめたものがあると嬉しい」という地域住民の声
をキャッチし、「町田市子ども食堂マップ」を作成しました。
　ご寄附いただいたマップは市内の学童保育クラブや子どもセンター等に
設置し、「地域の居場所」である子ど
も食堂の情報発信に
活用させていただきま
す。東京町田サルビア
ロータリークラブ様、
ありがとうございま
した！

東京町田サルビアロータリークラブ様から
「町田市子ども食堂マップ」をご寄附いただきました

ま ち だ 社 会 福 祉 だ よ り 2022年（令和４年）７月（２）第 224号



一般社団法人町田市文化・国際交流財団様より▶
ご支援いただきました。和光大学ポプリホール
鶴川等に募金箱を設置して取り組まれました。

合計 1,774,483円
2022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

≪一般寄附≫
　個　人 清塚サダ子、佐々木のり、横山一次、小林祐士、武川　節
 匿名９件
　団　体 町田要約筆記サークルかけはし、町田市役所部課長OB会
 テニスクラブただもん、戸大建設工業株式会社、エコネット町田
 ボランティア市民サロンたんぽぽ、ボランティア市民サロン陽光会
≪物品寄附≫
　個　人　比嘉　剛（車いす）、匿名１名
　団　体　東京町田サルビアロータリークラブ（子ども食堂マップ）

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、武川　節、竹内和也、田畑健久、八木孝司
 湯浅重幸、石間　裕、剣持　勝、渡辺　崇、馬場昭乃
 叶内昌志、北澤英明、生部　誠、北澤とみ子、鈴木　忠
 島崎寿夫、陶山慎治、梶川信宏　匿名16名
団　体 有限会社セキヤスポーツ、 クラブ天和
 (福）香楓会　小野路保育園、株式会社ケイアンドエム
 手話グループハンドチャット（順不同・敬称略） （順不同・敬称略）

高齢者・障がい者のための
福祉法律相談

「まちだ社会福祉だより」の
タイトルデザインを募集します

受験生チャレンジ支援貸付事業のご案内

　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　社協会議室
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た場合、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。

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、下記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、
下記連絡先までお問い合わせください。

申請受付締切
８月31日受付（本会到着）分まで

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援活動を支援する
ため、「ウクライナ人道危機救援金」を募集しています。
　当初、５月31日（火）までとされていた受付期間が、８月31日（水）まで
に延長されました。引き続き、皆様の温かいご支援をお願いいたします。

申請期限に
ご注意ください

報　告
５月31日時点で、234,353円の
ご支援をいただきました。お預かり
した全額を、町田市を通じて日本
赤十字社にお届けします。

本会での救援金受付場所
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、学童保育課事務局）
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2022やってみよう！
夏 ! 体験ボランティア参加者を募集します！
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、２年間実施ができなかった

「夏！体験ボランティア」（通称「夏ボラ」）が３年ぶりに復活します！
　夏ボラでは、学生や社会人の皆様が夏休み期間を利用し、市内の福祉施設や
ボランティア団体等でボランティア活動を体験することができます。
　ボランティア活動に一歩を踏み出す“きっかけ”としてぜひご参加ください！ 
＊新型コロナウイルス感染状況により開催を中止または縮小することがあります。 
＊定員超過の場合には、参加をお断りする場合があります。 

対　　象　市内在住・在学・在勤のボランティア活動に関心のある中学生以上の方 
期　　間　７月21日（木）～８月31日（水） 
活　動　先　・町田市内で活動しているボランティア団体
　　　　　　（川清掃、イベント補助、動物愛護、ゴミ拾いなど） 
　　　　　・市内福祉施設
　　　　　　（高齢者施設、障がい者施設、学童保育クラブ、保育園など） 
定　　員　100名程度
参　加　費　600円（資料代、ボランティア保険代） 
申し込み　夏ボラに参加を希望される方は、必ず事前説明会
　　　　　（右記参照）にご参加ください。 
※詳しくは、『ガイドブック』（本会ホームページからダウンロード可）をご参照ください。

◀詳細は
　こちらから

日　　時　７月 ８ 日（金）　午後６時～  ７時30分 
　　　　　７月25日（月）　午前10時～ 11時30分 
　　　　　※上記日程のうち、どちらか１日の参加をお願いいたします。
会　　場　町田市民フォーラム４階　ボランティアセンター講習室 
定　　員　各日　25名ずつ（申し込み順）
申し込み　町田ボランティアセンター（電話042-725-4465）まで

お電話ください。

2022やってみよう！
夏 ! 体験ボランティア説明会

＜その他＞
　夏ボラの【ガイドブック】と【参加申込書（兼 自己紹介カード）】を
本会ホームページからダウンロードできます。
　また、町田ボランティアセンターの窓口でも配布しています。（日曜・
祝日除く　午前８時30分～午後５時15分）。
　説明会に参加される方は、必要事項を記入した参加申込書（兼 自己
紹介カード）、ガイドブック、参加費をご持参ください。
※中高生の参加については保護者の同意書が必要となります。

募集しています！ボランティア さあ～、あなたの出番です

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

高 齢 者 NPO法人 桜実会　デイサービス南大谷 南大谷 ①書道　アドバイス、利用者見守り等　　②絵手紙　企画、利用者見守り等　
③傾聴　利用者とお話　　④麻雀　利用者と麻雀（コロナ感染予防対策中のため検討中）

①敷地内の草むしり　　②掃き掃除、拭き掃除、書類整理などの施設内清掃　　③楽器演奏

①手芸クラブのお手伝い

①活動準備・清掃　　②活動中の保育対応

①小学生軟式野球チームのボランティアスタッフ（コーチ、マネージャー等）

高 齢 者 みずきの家 本町田

高 齢 者 社会福祉法人 南町田ちいろば会 みぎわホーム 南町田

障がい児 南つくし野

児 童 山崎ステイヤーズ

NPO法人 はらっぱ 放課後等デイサービスつくしんぼ

山崎町

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

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：受験生チャレンジ支援貸付担当　電話042-722-4898

問い合わせ：法人総務課　電話042-722-4898

　本紙のタイトル「まちだ社会福祉だより」
を、自由な発想でデザインしてみません
か。採用された作品は実際の紙面タイトル
として掲載します。ぜひご応募ください。
応募条件
⑴ 「まちだ社会福祉だより」の10文字が横書きで入っていること。
⑵ 縦６cm×横15cm以内に収まっていること、または、本会指定の下絵の

枠内に収まっていること。
⑶ 平面の作品であること。
⑷ 本人が創作した未発表の作品であること、または、本会指定の下絵に

色を塗ったりイラストを追加した作品であること。

　　提出方法等は本会ホームページよりご確認ください。➡
本会指定の下絵もこちらからダウンロードできます。　

　この事業は学習塾の受講料や、高校や大学などの受験料について貸付
（無利子）を行うことにより、子どもたちへの支援を目的としています。
高校・大学に入学し償還免除申請書の提出を行うことにより返済が免除に
なることがあります。町田市では本会が相談窓口を担っています。
　2022年度から収入基準額が緩和され、支援対象が拡大されました。
　申し込みには、所定の書類提出が必要です。提出書類の準備に時間を
要するため、12月23日（金）までにお問い合わせください。
申込期限　2023年１月31日（火）
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）

「福祉のしごと相談・面接会」
開催します！

申し込み・問い合わせ：地域福祉課　電話042-722-4898

　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。
日　　時　８月18日（木）午後１時～４時（受付は午後０時30分～）
場　　所　町田市文化交流センター　６階　ホール
内　　容　１　職場の魅力PRタイム　
　　　　　２　個別相談　個別ブースにて福祉施設・採用担当者と参加者の個別相談　
　　　　　　　面接もできます！※面接を希望される方は履歴書をお持ちください。　
　　　　　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
参加方法　事前に電話か右記のQRコードから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。

新人職員のつぶやき
　中学から剣道を始め、高校の前半まで竹刀を振ってきました。
竹刀を振る手が、レジ打ちをする俊敏な指に変身し、大学卒業
までの７年間、バイトの神様と呼ばれてきました。大学を卒業
してから、一念発起し、社会福祉士の専門学校へ行き、今年１月
の試験を受けましたが、残念な結果
に終わってしまいました。そんな私を
迎え入れてくれた、町田市社会福祉
協議会には大変感謝しています。
　これから精一杯、様々な皆様との
活動や、経験を重ねて、誰もが安心
してしあわせに暮らせるまちづくり
を具現化できる職員の１人になり
たいです。（現在は身体も鍛えて
います）

地域福祉課　加藤　拓馬

服装自由・履歴書不要！！
職員と面接、話せるチャンス☆
昨年は８名の就職が決まりました。

　東京町田サルビアロータリークラブ様は、「子ども食堂が市内に点在して
いるので、地図の形にまとめたものがあると嬉しい」という地域住民の声
をキャッチし、「町田市子ども食堂マップ」を作成しました。
　ご寄附いただいたマップは市内の学童保育クラブや子どもセンター等に
設置し、「地域の居場所」である子ど
も食堂の情報発信に
活用させていただきま
す。東京町田サルビア
ロータリークラブ様、
ありがとうございま
した！

東京町田サルビアロータリークラブ様から
「町田市子ども食堂マップ」をご寄附いただきました

発売中入場料 500円
※３才以上有料（３才未満はひざ上無料。ただし座席が必要な場合は有料）

①10:30上映／②13:30上映8月28日㈰

会場：町田市民フォーラム　3Fホール

「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95,000部 １枠（約6.5×5.9cm）19,800円（税込み）

医療保険　訪問マッサージ

フレンドシップ
寝たきり予防
リハビリ体操
痛みのマッサージ

安　心
丁　寧
優しい

ベテランスタッフが訪問します。
お気軽にご相談ください。
※無料体験受付中！

電話 042-795-8883
住所 町田市成瀬が丘1-17-16

ま ち だ 社 会 福 祉 だ よ り 2022年（令和４年）７月 第 224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
の評議員・理事、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
ゆるやカフェ～ぽっかぽか

問い合わせ：地域福祉課　電話042-722-4898

　ゆるゆると、毎月第４木曜日10時～
12時ごろ、南町田の鶴間公園さわやか
ひろばでレジャーシートとおもちゃを
広げています。予約不要・出入り自由
です。
　子育て中の方はもちろん、お母さん
お父さんお一人でも、また地域で子育
てに関心ある方、応援したい方も、ぜ
ひ気軽にいらしてくださいね。
　スタッフもみんな子育て真っ最中で、
いろんな思いを抱えながら毎日我が子
に向き合っています。青空の下で、み
んなで子どもたちを見守りながら、お
茶しながら、気楽にのんびり、いろん
なお話ができたらうれしいです。

●主な場所
鶴間公園さわやかひろば

（雨天時はまちライブラリー）

●主な活動内容
外遊び
親子の交流
地域で子育てに関心ある方たち
同士での交流
地域でのゆるやかなつながりづくり

●日　時
毎月第４木曜日 午前10時～正午

●費　用
無料

LINE公式アカウントで活動内容を発信しています。
QRコードからアクセスしてくださいね。

活動内容は
こちらから

　お住まいの地域に講師と職員が出張し、講演会を実施します。希望の
テーマ・内容をお選びいただき、皆様のご都合に合わせて開催します。
　また、オンラインを活用した実施も可能です。

出張講演会のお知らせ

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

　地域の中で、子どもの預かりや保育園・幼稚園への送迎等の子育てのお手
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

※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。

日　　時　７月14日（木）午前10時～正午
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
定　　員　20名　申し込み順

　本会では、地域に住むさまざまな方が気軽に集まり、楽しいひと時を
過ごす、そんな交流の場となる「ふれあいサロン活動」を推進しています。
　地域住民が自主的に運営し、集会施設や、自宅などが主な会場になっ
ています。
　現在町田市内で約70カ所あるサロンでは、気軽におしゃべりをしなが
ら折り紙や体操など、それぞれのサロンで特色のある活動が展開されて
います。
　「近所の方とお話しできる場があったらいいな」「同世代のママと交流し
たい」、「サロン活動をしたいけど、感染症が心配」などサロンに興味があ
る方、立ち上げたいと考えている方に向けて、コロナ禍での活動の工夫
(感染症対策等)を踏まえながら、ふれあいサロン活動を知っていただくた
めの説明会を行います。ぜひこの機会にお申し込みの上ご参加ください。

ふれあいサロン立ち上げ説明会を開催します！

申し込み：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

申し込み：地域福祉課　電話042-722-4898

地域の
お茶の間

元気いっぱいな子どもたちと
楽しい時間を過ごしませんか？
業務内容　小学生の保育業務補助　
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　午前８時から午後７時までの間で
　　　　　５時間～８時間半以内のシフト制
勤  務  日　月曜日～土曜日（シフト制）　
　　　　　週２～５日（応相談）
時　　給　有資格者　1,190円　（放課後児童支援員資格）
　　　　　無資格者　1,110円　　
勤務期間　７月21日～８月31日（日・祝除く）※９月以降応相談
応募方法　履歴書（写真貼付）、有資格者は資格証明書のコピーを提出して
　　　　　ください。書類選考の上、面接日時のご連絡をいたします。
応  募  先　〒194-0013 町田市原町田4-24-6 せりがや会館１階 学童保育課宛

日　　時　８月１日～ 2023年３月31日のご希望日
　　　　　午前９時～午後９時の間。講演内容により１～２時間程度
対　　象　市内の町内会・自治会、地域の活動団体等
　　　　　（参加者が10名以上で受付可）
内　　容

申込方法　希望の内容・日時を申込用紙（各町内会・自治会に配布してあり
　　　　　ます）にご記入のうえ、本会までFAXまたは郵送してください。

夏季アルバイト
募集

テーマ

１．
防災のまちづくり

２． 
福祉の制度や
仕組みを知る

３．
地域住民同士の
支え合い

内　容
①防災講演会
②防災点検まちあるき
③避難所運営ゲーム
　（HUG）

①遺言や相続、成年後
見制度について

②福祉サポートまちだ
について

①町田市社会福祉協議
会の事業説明

　（ふれあいサロンとは）

講　師

町田災害
ボランティアの会

成年後見センター・
リーガルサポート
東京支部
町田市社会福祉協議会
相談支援課

町田市社会福祉協議会
地域福祉課

実施方法
オンライン実施可
ご相談ください

ご相談ください

オンライン実施可

オンライン実施可

オンライン実施可

子育てサロンでの里山遊びの様子子育てサロンでの里山遊びの様子

　みなさんこんにちは、野津田学童保育クラブです。本クラブは、鶴川第
一小学校の敷地内にあり、元気いっぱい約120名の子どもたちが在籍して
います。
　学童の様子を描いた「学童のひみつ」という手作り紙芝居をみんなで作成
したり、砂遊びや鬼ごっこ等の集団遊びを通し学年関係なく交流していま
す。また、毎月のお誕生会のお楽しみ工作や、
日常の空き箱工作などの製作活動では子ども
たちの発想力に驚かされます。今月は季節行
事の七夕に向け、短冊に願い事を書き七夕飾
りを準備していますが、子どもたちの自由な
想像力を大切にしていきたいと思います。
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