
身近な地域で
ボランティアを
始めよう！
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町田ボランティアセンター

ボランティアに関する
お問い合せは

社会福祉法人　町田市社会福祉協議会
町田ボランティアセンター
〒194-0013　町田市原町田 4-9-8　町田市民フォーラム４階
TEL：042-725-4465　FAX：042-723-4281
E-mail：vc@machida-shakyo.or.jp

福祉施設でのボランティア活動 地域のお茶の間「ふれあいサロン」

安心してボランティア活動するために

町田ボランティアセンターでは、ボランティア活動
に関する相談や情報提供、ボランティア養成の
ための講座の開催、ボランティアグループに対
する会議室・ロッカー・印刷機の貸出等を行って
います。お気軽にご利用・ご相談ください。

住　所：町田市原町田4-9-8
　　　　町田市民フォーラム４階
開所日：月曜日～土曜日
　　　　（日曜・祝日、年末年始を除く）
開所時間：午前８時30分～午後５時１５分
ホームページにボランティアに関する情報を掲載
しています。

http://www.machida-shakyo.or.jp

高齢者施設、障がい者施設でもさまざまなボラン
ティア活動が行われています。

ふれあいサロンは、地域に住む人たちの出会いの
場、交流の場、仲間づくりの場として、気軽に、
安心して、そしてみんなで気持ち良く過ごせる
地域交流の場です。ふれあいサロンの立ち上げに
ついての相談・支援も行っています。

 ❶親子のあそび場つばさ 生涯学習センター
 ❷ふれあいサロン中町 せりがや会館
 ❸うりこひめ せりがや会館
 ❹子育てサロンたんぽぽ せりがや会館
 ❺ここからほっとたいむ せりがや会館
 ❻地域交会ぐるーぷ・あじさい 南大谷さくら会館
 ❼ふれあいサロン埴の丘 埴の丘集会所
 ❽わんぱくキッズ こすもす会館
 ❾にこにこクラブ玉川学園 こすもす会館
 10ぴよたまの会 ころころ児童館
 11たまり場・７ 玉川学園７丁目個人宅
12ゆるやか健康塾 玉川学園コミュニティセンター
13BUB の会 玉川学園コミュニティセンター
14ふれあいサロン花紬 ギャラリー花紬
15藤の台ふれあいサークル 藤の台管理組合集会所

ボランティア活動を行う際に、不慮の事故が発生し、
けがをしてしまった場合や責任者・指導者が損害
賠償責任を負ってしまった場合に備えた制度・
保険があります。

例えばこんな活動があります

町田地区のふれあいサロン
活動を希望される方は

ボランティアセンターにご相談ください。

町田市社会福祉協議会　
地域福祉推進担当　☎722-4898問合せ先

平成 28年３月発行

問合せ先　　 町田市市民部
　　 市民協働推進課 
☎724-4362

ボランティア活動
災害補償制度
町田市内にある団体の

ボランティア活動が対象です。
事前の登録は必要ありません。

問合せ先　　 町田ボランティア
　　 センター
☎725-4465

ボランティア保険
日本国内でのボランティア
活動が対象です。個人・団体
を問いません。加入手続きは
町田ボランティアセンター
で行っています。

町田地区は、原町田、中町、森野、旭町、本町田、南大谷、玉川学園、東玉川学園 です。

町田市社会福祉協議会の中にあります ボランティアに関する情報がたくさん

町田市社会福祉協議会
イメージキャラクター
「あいちゃん」

平成 27年 11月時点
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町田地区で活動しているボランティア団体を紹介します。

T E L

障がい者および高齢者向けパソコン
サークルです。インターネットにも接続
しています。場所は主にボランティア
センター活動室を使用し、月に２回、
主に第１・３土曜の午前10時～午後３時
までやってます。会費は2,400円／年
です。ボランティアも募集中です。

障がい者向けパソコンサークルです❶

各団体の主な拠点は表紙の『ぼらんてぃあまっぷ』上に記載されています。
(左上の●内番号 )

まずはあなたの身近な地域で
一歩を踏み出してみませんか？

・ボランティアに参加してみたいけれど、
　自分にもできるのだろうか…
・興味はあるけれど、どんなことをする
　のだろう…？

あなたにもできることがきっとあります！
お気軽にご連絡ください

町田市消防団 第一分団 724-2107 （町田市市民部防災安全課）

掲載している情報は平成 27年 11月時点の情報です。

すみれパソコンサークル
735-7946 （久保田） http://sumire99.webcrow.jp/

川をきれいにし、清流に棲む魚を呼び
戻し、子ども達が遊べる川にしたいと
考え、恩田川・境川・真光寺川・滝の
沢源流公園を毎月清掃活動をしている
団体です。小中高校生との河川フィー
ルドワークや、体験ボランティアの受け
入れも注力中です。

町田の川をきれいにするボランティア活動に参加しませんか！❸

エコネット町田
722-2827 （瀬川） http://www.econetmachida.com/

情報化時代に欠かせないIT機器の活用
を相談室や講座開催を通して、シニア
世代から次代を担う方まで幅広く地域
の方々のサポートに取り組んでいます。
共に活動する方を歓迎しています。

地域の方々にITの活用をサポートしています❹

NPO法人 アクティブ SITA
721-9896 （荒木） http://www.active-sita.com/

一人ではのりこえられない困難や悩み
を共に語り合い学習し解決していきま
しょう。心の病があってもあたり前に
楽しく暮らせる事を願って様々なワーク
ショップやコンサートも開催しています。
第１・第２土曜日、吉木コミュニティ
ホール（森野4-15-8）で行っていますので、
どなた様でもおいでください。

ほっとしませんか？心の病があっても大丈夫！❾

花の会 797-8060 （柴田）

子ども達に、おはなしの世界を楽しんだり、
ゆったりした時間を過ごしてほしいという
思いで開かれているスペースです。本の貸出、
おはなし会、つくろう会（簡単工作）等をして
います。どなたでもご利用いただけます。

ご一緒におはなしの世界で遊びましょう！14

おひさまぶんこ
732-9321 （玉川教会内）

小学生の子ども達と一緒に「なんで？」
「こうしたら？」などと話しながら工作
を楽しんでいます。会場は森野三丁目
自治会館です。４年目を迎え、これから
は近隣の福祉施設での活動にも広げた
いと考えています。お仲間も募集中！

毎月「こども工作室」を開催しています❽

土曜倶楽部
725-2185 （田極） http://yumegoe.com/kousaku/

地域を学ぶ「芝生学講座」
を年４回程開講しています。
また、桜まつり、ギャラリー
ガイド、アート祭、雛巡り
ガイド、ハロウィン、等を
各団体と連携して開催し、
サポートしています。

玉川学園を知り皆で楽しもう13

玉川学園 芝生の会 762-0563 （篠原）

毎月、森野団地集会所にて、
日曜日の10時～ 15時、誰でも
気軽に立ち寄れるサロンを開催
しています。

「ゆったり、のんびり、ひとりじゃないよ」❼

町田市精神障がい者当事者会ピアサポートクラブ ミラクル
080-6688-5255 （伊藤）

33の福祉関連団体が集って2009年5月創
立以来、玉ちゃんサロンTOMO（拠点）は、
地域の人が集まる交流の場所として親しま
れています。2015年度より、地域の人同
志互いに支え合う日常生活支援訪問事業
（玉ちゃんサービス）がスタートしました。

地域の問題は地域で解決
～支え合いのまちをめざして～

12

玉川学園地区社会福祉協議会
850-9908 （事務所） http://mtg-syakyou.blogspot.jp/

芹ヶ谷公園の雑木林の中で週５日開園。
誰もが自由に遊べるように、できる限り
の規制をなくしています。「土・木・
水・火」などの自然素材や工具の使用が
でき、遊びを見守るプレーリーダーが
常駐。０歳からシニアまでお越しいた
だけます。

「せりがや冒険遊び場」はみんなの居場所❻

NPO法人 子ども広場あそべこどもたち
080-5495-2949 （大野） http://seribou.jimdo.com/

仲間とのゲームや歌、その他キャンプ
などイベントも盛りだくさん！教員志望
の大学生を中心とした指導員のもと、
スケジュールを考えるところから子ども
たちが主導しています。達成感・やり
がいを感じられる場を町五小にて提供
しています。

自分たちで楽しい場を作ろう！独りぼっちの子を地域からなくそう！11

カタツムリ少年団
090-6009-7666 （小泉）

市内の拠点を持たない障がい
児・者の親の会が運営して
いるサロンです。月に一回、
会員外の方も利用できる開放
日を設けています。障がい
福祉関連の資料や書籍も置い
ています。お気軽にお越し
ください。

障がい児・者の親や親の会の方お気軽に！❺

サポート ・ サロン ぽかぽか 724-2656 （赤松）

タグボートは、ころころ児童館、
南大谷子どもクラブ、ころころ
学童保育クラブ、分室ぷちころを
運営する、地域から立ち上がった
NPO法人です。地域内外の皆さん
の優しく力強い手や目に支えられ
頑張っています。

大人の本気と面白いプログラム満載の児童館です。10

NPO法人 子育て ・ 子育ち支援タグボート
710-1475 （事業所） http://www.korokorojidoukan.com/

団地内の登録者をボランティアスタッフ
が月一回訪問。同じ方を継続して訪問
することで信頼され、変化に気づいた
り、必要に応じて地域の「たすけあいの
会」や「お食事会」や「あんしん相談室」
に繋ぎます。事務所は、月～金曜日の
午後１時～４時まで開所しています。

見守りで、高齢者が孤立しない地域づくりを！17

藤の台団地高齢者見守り支援ネットワーク
812-4074 （事務所）

少年少女たちの豊かな創造力を科学を
通して育む目的で平成17年に創設。10年
間で840人の卒業生。過去、特許・実用
新案各２回。東京都展では町田が群を
抜き、文科大臣・特許庁長官賞を受賞。
30人の指導員、100人の会員で活動
しています。

少年少女の発明発見は町田から16

町田市少年少女発明クラブ
080-5171-1178 （近本） http://blog.livedoor.jp/machida_club

学校では福祉やボランティアについ
て学ぶため、車いすやアイマスク
の体験学習が行われています。地
域支援スタッフは子どもたちが安
全に正しく学習できるよう、見
守ったり、指導を行っています。
近隣の学校で活動してみませんか。

学校での体験学習をサポート18

725-4465 （町田ボランティアセンター）地域支援スタッフ

消防団は、「自分たちのまちは、自分
たちで守る」という精神に基づき組
織され、火災はもちろん、地震や風
水害などの災害発生時には救出・救
助・警戒活動を行っています。地域
防災のため一緒に活動しませんか。
町田地区では第一分団が活躍してい
ます。

自分たちのまちは、自分たちで守る19

「わあわあ・クスクス」話して聞いて。
介護経験者達は、本人・介護者の気持ちは
手に取るように解ります。介護者ハウス
（拠点）を中心に、わあくすCafé、リラク
ゼーションサークル活動（６部門）、ほっと
あっと市、制度を知り使いこなす地域
講座の開催をしています。

これからの介護・地域のボランティアが支えに15

介護家族を地域で支える会 わあくす
080-1271-5658 （井上） http://mtg-comunity.blogspot.jp/p/7.html

最近ではお子さんのおもちゃのほかに、
お年寄りの話し相手になっている人形
やペットが持ち込まれ、修理ができた
時の喜びと達成感は、私達ドクターの
生き甲斐になっています。随時見学会
を開いています。おいで下さい。

大切なおもちゃが壊れたら治しましょう❷

おもちゃ病院まちだ
http://omotyamatida.sakura.ne.jpyyamazak@estate.ocn.ne.jp（山﨑）

「カタツムリ少年団」Facebook
Fｂ

「おひさまぶんこ」Facebook
Fｂ


