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※紙面の構成上、地区を２分割しています。

身近な地域で
ボランティアを
始めよう！

保 存 版Volunteer map

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ふれあいサロン小山　沼町町内会館
❷サロン憩　小山保育園内
❸おしゃべり茶ろん まる　小山ヶ丘五丁目会員宅
❹夏子の会　プラナスデイサービスセンター内
❺坂下ふれあいサロン　坂下さくら会館
❻ふれあいサロン元橋　元橋会館
❼たのしい会　堺市民センター
❽わ・和・輪の会・境　境町会会館
❾陽田の会　陽田会館
10ふれあいサロン みどり　丸山団地自治会館
11あいはらすこやかサロン　シルバーピアあいはら内

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

堺地区のふれあいサロン

・利用者のお話し相手や傾聴　・趣味活動の補助
・お茶やおやつの配下膳　　　・外出時の付き添い
・特技を生かした一芸の披露　・衣類等の繕い
・お祭りやイベント時の手伝い 　　　　　　　　など。

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 26年 12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。

堺地区は、小山町、小山ヶ丘、相原町 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 26 年７月時点

ボランティア団体

ふれあいサロン

高齢者支援センター

公共施設

学　校
境界線
バス路線

文



堺地区で活動しているボランティア団体を紹介します。

ゆくのき学園（大戸小、武蔵丘中小中
一貫校）の子どもたちが学ぶことが
好きになり、心も成長できるような
環境づくりをしています。地域の方や
学生ボランティアも子どもたちから
元気をもらいながら協力しています。

ゆくのき学園学習教室

子どもたちの「わかった・もっとやりたい」を育てる14

782-9091 （ゆくのき学園）
http://www.machida-tky.ed.jp/e-ohto/

準備中

http://espoir-aihara.net/jao.html

http://hachimitsukai.jimdo.com/

http://chikuseikai.com/

「誰もが安心して幸せに暮らせるまち
づくり」を目標に、相原地域における
福祉のまちづくりに取り組んでいます。
行政の主導ではなく、真に住民が求める
支援を明確にし、双方で知恵を出し
合って問題解決に取り組んでいます。

あいはら住民福祉協議会

誰もが安心して暮らせるまちづくりを目指して13

相原の丸山団地北側の相原緑地の遊歩道と雑木林を管理し、緑と自然
を次世代に残す事を目的に活動して
います。カブトムシの幼虫のプレゼ
ントや山野草、コスモス、ヒマワリ
等をハイキングコースに育てたり、
ゴミ拾いをしています。関東タン
ポポの保護にも力を入れています。

丸山谷戸山の会

次世代に谷戸山の緑を引き継ぐ活動です❾

773-5601 （守屋）

馬場地区内の見守りを希望する高齢者に
対して、防犯パトロールを兼ねたさりげ
ない見守り、まちびとや高齢者支援セン
ターのお便り等を配布しながらの積極的
な見守りを行っています。また、高齢者
を招いての交流会も行っています。

馬場地区高齢者見守り支援ネットワーク

高齢者が地域で安心して住み続けるために❶

相原地区における住民の意向・要望に
沿った“よりよいまちづくり”のために、
「まちなみ」整備と「人づくり」の活動
をしています。情報誌「あいとぴあ」
の発行、講演会の開催、あいのり交通
システムの推進、相原の文化の研究等
を行っています。

相原まちづくり協議会

よりよい街づくりを目指して❽

774-2982 （土田）

町田市とともに、町内会・自治会、
ボランティアグループ、商店等が相互
に連携・協力し、共通の事業を通し
豊かな市民生活の実現と、この街に
住み続けたいと思えるよう満足度の
向上を目指しています。

思いやりを大切にする元気な街へ！❷

小山の住みよいまちづくり協議会

緑豊かな樹木や草花、貴重な生き物に
恵まれた公園の大自然の中で、訪れた
人が安全に安心して利用できるよう、
畑や花壇づくり、安全パトロール、
雑木林の保全、ドッグランの運営等、
７つの分野で活動を楽しんでいます。

小山内裏公園ボランティア連絡会

公園の豊かな自然と利用者の安全・安心を守る❻

2012 年に活動をスタートしたばかり
のプラナスは、障がいを持つ子どもの
居場所づくりに加え、誰もが暮らしや
すい地域づくりを目標に、障がいを持
つ当事者と地域とのつながりづくりに
も力を入れています。

プラナス

障がいを持つ子どもの居場所をつくる❼

812-0276 （高井）

社会貢献として相原中央公園
内や地域の竹林の間伐をしま
す。間伐材を原料とした炭焼
きを通じてみんなでわいわい
がやがや。親父族だけの会話
がストレスを解消させます。

NPO法人相原JAO会

相原地域人間養成所12

773-5601 （守屋）

小山中央小学校内の雑木林で地域ボラン
ティアと学校関係者が活動しています。
自然を守ることで、子どもたちが自由に
遊び、鳥や昆虫、草花の自然観察ができる、
そんな雑木林にしたいと散策路、木いちご
の道、展望台、草広場作り等に取り組んで
います。

雑木林の会

自然の中で元気よく遊べて、学べる雑木林❹

798-0670 （小山中央小）

NPO法人相原さとやまの会

野菜で緑の環境に！収穫野菜で交流しよう11

772-6898 （山崎）

多摩境駅近くの片所谷戸には世界的に
貴重なホシザクラや 300を超える植物
が花を咲かせていたり、ゲンジボタル
が生息しています。こんな自然豊かな
谷戸を守るために活動しています。

小山のホタルと自然を守る会

ホタルが飛光し、ホシザクラが咲く、緑豊かな
谷戸を守り育てよう

❸

771-4910 （宮崎）

042-676-8865 （公園内パークセンター）797-7779 （佐藤）

高齢者の単身世帯が増加しています。医療
や福祉、介護保険制度のみでは十分に安心
して生活することができないのではと
考え、孤立化しがちな高齢者を地域住民が
お互いに見守り、支え合うための活動を
しています。

丸山高齢者見守り支援の会

“安心して、幸せに暮らす”ために今できることは？10

772-6992 （稲垣）

転入者が多い多摩ニュータウンで、子
育て中の母親が交流したり、情報交換
をするための多世代交流広場「ひとい
き広場」を運営しています。わらべう
たや伝統芸能を体験できる企画も実
施。家庭的保育室も運営。

NPO法人保育園種まく人　多摩ニュータウン街づくり

ニュータウンで広げる子育てのわ❺

771-2442 （川上）

ロープのブランコ揺れてるよ。林の
中にハンモック。トントンギコギコ
木工作。ペタペタくるくるドングリ
工作。冒険遊び場には、こどもの
「やりたい！」気持ちを大切にして
自由な遊びを見守るプレーリーダーと
遊び心たっぷりの仲間がいます。

相原冒険遊びの会

外遊びは生きる力の根っこをつくり、好奇心の
芽を伸ばす

15

782-9926 （西垣）

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？
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

http://machida-aihara.info/

http://www.prunus-machida.com/http://nakamurachounai.jp/kanren_sosiki.html　町内関連組織として

住み慣れた地域で高齢者の方が元気に
安心して暮らすための総合相談窓口と
して各種の相談に対応しています。ま
た介護予防の普及啓発のため、各種の
講座・教室も開催しています。ぜひご
参加ください。

堺第１高齢者支援センター

悩み事、困り事、お気軽にご相談ください19

対象のエリア 相原町

770-2558 （事業所）

ご高齢者、ご家族、近隣の方、ボランティ
アの方、事業所の方など、どなたから
のご相談でも受け付けています。介護
予防サポーターの活動紹介や、地域で
ご高齢者のさりげない見守り活動を行
うあんしん連絡員も募集しています。

堺第２高齢者支援センター

住み慣れた地域でいつまでもお元気に暮らすために20

対象のエリア 小山町、小山ヶ丘、上小山田町
797-0200 （事業所）

福島の子どもたちに外遊びを満喫して
もらいたい、保護者にはゆっくりして
もらいたいという思いで「福島の親子・
町田の森遊びツアー」を開催しています。
ボランティアの内容は子どもの見守り、
食事作り、搬出入の手伝いなどです。

はちみつ會

福島の子どもたちと自然豊かな大地沢で一緒に遊ぼう！16

080-8898-7860（八木）

797-1851 （柿澤）

高
齢
者
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口

掲載している情報は平成 26年７月時点の情報です。

http://www.oyama-hotaru.com/

http://hitoikicafe.blog133.fc2.com/

797-7120 （岡村）

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
学習が多くおこなわれています。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。

地域支援スタッフ

17 学校での体験学習をサポート

725-4465 （町田ボランティアセンター）

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。堺地区で
は第５分団が活躍しています。

町田市消防団　第五分団

18 自分たちのまちは、自分たちで守る

724-2107 （町田市市民部防災安全課）

雑草畑を再生させ、豊かな野菜・花に変えま
した。生産した野菜は会員や近所の方々に提
供しています。ジャガイモ、サツマイモによ
る幼稚園・小学校との交流、相原小学校野菜
畑の指導、収穫した野菜で市内イベントに参
加しています。


