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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ふれあいサロン緑山　三輪コミュニティセンター
❷ふれあいサロン三輪　三輪あいこう保育園内
❸鶴川あおぞらサロン　鶴川６丁目団地第一集会所
❹いきいき広場・金井　つる川和光台自治会館
❺ふれあいサロン鶴川　さるびあ会館
❻ふれあいサロン森の丘　森の丘クラブ
❼子育てサロンポップコーン　第二清風園内
❽サロン遊亀　第二清風園内
❾ゆめっこサークル　川島自治会館
10日の出が丘サロン　日の出が丘町内会館
11子育てサロンぽっぽクラブ　日の出が丘町内会館
12ふれあいサロンべるべる会　薬師ヶ丘自治会館
13となりのトントウ　薬師ヶ丘自治会館

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

鶴川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 9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。
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鶴川地区は、金井、金井町、薬師台、大蔵町、野津田町、鶴川、能ヶ谷、三輪町、
　　　　　　三輪緑山、広袴、広袴町、真光寺、真光寺町、小野路町 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
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鶴川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

こどもの国の東に連なる里山
「三輪緑地」で再生・保全活動を行っ
ています。雑木林では間伐や植物
観察、田んぼでの稲作では苗作り
から精米まで、畑では四季の野菜
作り。刈払機等の農業機械の使い
方も学べます。

三輪みどりの会

三輪の里山の再生保全活動❶

子ども達がおはなしの世界を楽しみ、
本に親しんでくれるよう、おはなし会
や本の貸出等の活動をしています。子
どもと一緒におはなしの世界を楽しみ
たい方、お手伝いしてくれる方もぜひ
ご参加ください。

柿の木文庫

子ども達に絵本やおはなしの世界の楽しさを届ける❽

734-3964 （鈴木）

「自分の責任で自由に遊ぶ」をモットー
に、できるだけ“禁止”を無くした
冒険遊び場です。汚れてもいい服と靴
で来てね。あるといいもの…着替え、
お弁当、飲み物、敷物、夏は帽子、
冬は暖かい上着。

野津田・雑木林の会　きつねはらっぱ

なにしてあそぶ？木立のある草っぱらだよ❾

736-3328 （鎌上）

たくさんのおもちゃと一緒に親子で楽しく
遊びましょう。気に入ったおもちゃは借り
ることもできます。お母さん同士の交流も
できます。三輪あいこう保育園内での開催
や移動図書館として各所を回っています。

町田おもちゃの図書館

たくさんのおもちゃで楽しく遊びましょう❷

044-987-9871 （三輪あいこう保育園）

開発により消えつつある町田の植物を
再生、保護しようと、緑地公園の一角
に野草園を作り、季節の花々を愛で
ながら大切に育てています。

鶴川自然友の会

花を楽しみながら野草園を作りましょう❺

735-5763 （中野）

みんなのそらは、子育てに関わる大人が一緒に活動をすることで
つながりを深め、子育ての悩みや不安を共有し、安心して子育てが
できるよう支援しています。地域の中
で子育てがより楽しく充実することを
目指しています。

NPO法人みんなのそら

“そら”でつながって、暖かい風をふかせよう❻

障がいのある方や高齢の方が地域で孤立
することなく、充実した生活が送れる
よう支援しています。人とのつながり・
広がりを軸に手軽に趣味を楽しみ、生き
生きと暮らせるよう活動しています。
陶芸、ちぎり絵、編み物等行っています。

NPO法人障がい者のライフスタイルの向上と
親を支援する会

だれもが住み慣れた街で、生き生きと暮らしたい❼

734-1831 （池田）

障がいのある方が調理を通して社会性、生活
技術を身につけることが目的の料理クラブで
す。地域の方々と交流を持ち障がい者理解を
深めています。季節の食材、行事を取り入れ
たのしく活動しています。

ぐるんぱお料理クラブ

目的・課題を意識した調理活動で生活能力を高めます11

高齢の方を対象に音楽療法を行っ
ています。誰にでも馴染みのある
童謡・唱歌をうたい、曲調に合っ
た音色の楽器を奏でることで、脳
の活性化や身体機能の維持・促進、
気持ちの解放・安定を図ります。

高齢者のための童謡・唱歌をうたう会

優しい歌や楽器の音色で脳を活性化！心豊かなひとときを❹

735-9287 （真鍋）

http://www.kinder.ne.jp/̃miwa/toy.html http://minnasora.web.fc2.com/

町田の丘学園（特別支援学校）の生徒・
卒業生と一緒に、月１回ゲームやカラ
オケ、料理、クリスマス会、卒業を祝う
会等のイベントを楽しんでいます。
国士舘大学のボランティアサークルと
合同で行っています。

ごんべのわかばの会

障がいを持った子どもたちと楽しい時間を過ごしませんか10

728-6774 （平井）

「支え合い、助け合う街づくり」を目指
して、三輪緑山の住民有志で立ち上げ
た会です。70歳以上の方、障がいの
ある方、乳幼児、妊産婦、病気、けが
等で療養中の方の日常生活のお手伝い
をしています。

三輪緑山ボランティアの会  絆

地域で支え合う、ボランティアサービス❸

minnanosora@live.jp （事務局）

727-1299 （原）

雑草や雑木が繁茂した田んぼを開
墾し、稲作を行い、周辺の樹林地
の整備を行ってきました。放置さ
れた自然に手が入ることで、動植
物の多様性が維持され、より鮮や
かな季節の移り変わりを体験する
ことができます。

NPO法人まちだ結の里

農的手法による、環境保全を目指して12

734-1886 （鶴岡）http://www.nozuta.net/

792-2740 （小森）
http://www.iropro.com/

http://www.san-ikukai.or.jp
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…？

http://kakinokibunko.web.fc2.com/

高齢の方が住み慣れた地域で安心して
暮らしていけるように、相談や支援、
必要なサービスの調整を行う総合相談
窓口です。季刊で広報誌も発行して
います。お気軽にご相談お待ちして
います。

鶴川第２高齢者支援センター

高齢者の方の強いミカタ！16

対象のエリア 能ヶ谷、三輪町、三輪緑山、広袴、広袴町、真光寺、
真光寺町、鶴川

737-7292 （事業所）

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

学校での体験学習をサポート13

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。鶴川地区
では第三分団が活躍しています。

町田市消防団　第三分団

自分たちのまちは、自分たちで守る14

724-2107 （町田市市民部防災安全課）044-989-8655 （前田）

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮
らすための相談・支援・調整を行って
います。ご相談は無料です。また、地
域の中で高齢者を見守る「あんしん連
絡員」も随時募集しています。

鶴川第１高齢者支援センター

地域の高齢者の総合相談窓口15

対象のエリア 小野路町、野津田町、金井、金井町、大蔵町、薬師台
736-6927 （事業所）

掲載している情報は平成 26年７月時点の情報です。

高齢者のための身近な総合相談窓口

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


