
QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

　職員一同、子どもたち・保護者・地域の皆様に寄り添いながら、子どもたちの豊かな成長を支援していけるよう
取り組んでまいります!!

～市内42カ所のうち、本会は15の学童保育クラブを運営しています～

子育ての協力をしてくれる人。
町田市内及び近隣に在住の方、
20歳以上の心身ともに健康で、
子育てに意欲のある人。

子育ての手助けをしてほしい人。
町田市に在住・在勤等の方で、
生後３か月からおおむね12歳
までの子どもを持つ人。

お子さんのお預かり
保育園・習い事などの送迎

利用料金の支払い

利用料金
１時間

700円～ 900円依頼受付・
紹介

登録手続き 登録手続き

援助打診・
紹介

鶴間ひまわり（鶴間小） すまいる（成瀬台小） 高ヶ坂（町六小）

森野（町四小）

七国山（七国山小）

学童21（町二小） 藤の台（本町田東小）

野津田（鶴一小）

竹ん子（町三小） 木曽（忠三小）

鶴川第四（鶴四小） 相原たけの子（相原小）

金森（南三小） なんなる（南成瀬小）

学童保育クラブとは、仕事をしているなどの理由で、保護者が日中不在になるご家庭の児童をお預かりし、適切な遊びと生活の場を提供して、その健全な育成を図る事業です。

木曽境川（木曽境川小）

～みんなで応援　地域で子育て～

①日時：３月17日（金）午前10時30分～午後12時30分
　場所：子どもセンター　ただＯＮ（忠生1-11-1）
②日時：４月21日（金）午前10時30分～午後12時30分
　場所：子どもセンター　ばあん（金森4-5）
※申込不要、随時受付。直接会場にお越しください。

出張相談会

これからも、
あなたの地域に

出向いて
いきます。

　ファミリー・サポート・センター事業は、「子育ての
手助けをしてほしい人」（依頼会員）と「子育ての協力を
してくれる人」（援助会員）が地域の中でお互いに助け合い、
子どもの成長を支援していく相互援助活動です。

問い合わせ： 電話042-703-3990
メール fami-sapo1@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　　　
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合計 735,596円
2022年12月７日～ 2023年２月６日現在

ご寄附ありがとうございました

≪一 般 寄 附≫
　個　人 渋川典昭、村山澄江、匿名４件
　団　体 金井女性の会、町田市アーチェリー協会、慶應義塾町田三田会、
 森野卓球クラブ、一般社団法人町田青色申告会、
 南二小卒業生一同、一樹会、
 一般社団法人生命保険協会神奈川県協会、匿名２件
≪物 品 寄 附≫
　東京町田サルビアロータリークラブ
　（お菓子詰合せ）
　東京町田東ロータリークラブ
　（お米・野菜）

2022年12月７日～ 2023年２月６日現在

特別会員会費にご協力いただいた方を
ご紹介いたします

～あたたかいご支援ありがとうございます～

個　人 和泉幸子、今国順市、中原紀子、野口リヨ、匿名３名
（順不同・敬称略）

（順不同・敬称略）

第６期町田市市民後見人育成研修
オリエンテーションを開催します

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：鶴川地区社協事務局　電話080-2678-2297

高齢者・障がい者のための
福祉法律相談

　福祉に関する法律上の問題について、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　社会福祉協議会会議室
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は、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。

問い合わせ・事前面談受付：地域福祉課おうちでごはん担当　電話042-722-4898

おうちでごはんボランティア募集！！

　おうちでごはん事業は４年目が経過し、毎年
お届けするお弁当の食数が増えています。お
弁当を調理するボランティアさんと配達する
ボランティアさんを募集しています。
　配達ボランティアさんは自家用車を使用し、
利用世帯までお弁当をお届けしていただきま
す（ガソリン代はお届けする食数に応じてお
支払いします）。
※ボランティア希望の方は事前面談と事業詳細

をご説明いたします。ご希望に添えないこと
もありますのでご了承ください。

ふれあいサロン・子育てサロン
立ち上げ説明会 ｉｎ 鶴川

　本会では、地域に住む様々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・子育てサロン活動を進めています。
　市内で約70カ所あるサロンでは、地域の方が自主的に運営し、おしゃべり
をしながら物づくりや体操など各サロンで特色ある活動が行われています。
　「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」などサロン活動に興味がある方、立ち上げたいと考えている方、ぜ
ひご参加ください。
日　　時　３月15日（水）
　　　　　午後１時30分～２時30分
場　　所　和光大学ポプリホール鶴川
 ３階　多目的室
定　　員　20名　先着順

　2023年度　第６期町田市市民後見人育成研修を実施いたします。
　通学だけでなく、オンラインでの受講方法もご用意いたします。
　オリエンテーションの詳細、お申し込み方法は４月１日以降、社協
ホームページや社協だより特別号（４月１日配布開始）でご確認ください。

－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。予 告 2023年度

福祉サポートまちだからのお知らせ

申し込み・問い合わせ：地域福祉課　電話042-722-4898

地区社協からのお知らせ

2022年９月から始まった玉川学園地区社協の活動です。地区社協10
周年を記念して、2019年～ 2020年に地域にお住まいの方にアンケート
を取りました。そこから課題を見つけ、一つずつ活動に結び付け、最後
に「この街の大切さを知ろう」に取り組むことになったのです。

庭を掘ったら土器が出てきたという地域です。玉川大学教育博物館の
協力を得て、まずは地域の遺跡について学ぶことにしました。広報紙で
の連続掲載、そして博物館の見学会も実
施しました。

大きな土器や村長クラスの横穴墓な
ど、参加者は縄文時代のこの街を知るこ
とができました。

今後もこの街への関心が深まるような
活動を、お住まいの方々と目指していき
ます。

「わが街を知ろう、学ぼう」

鶴川地区社協の取り組み

鶴川地区社協では鶴川地域みんなで考える
セミナーを実施しています。ぜひお気軽に
ご参加ください。また、この機会に鶴川地
区社協を知っていただきみなさんで鶴川地
域を盛り上げていきましょう！
●防災講座
　日　　時　３月３日（金）
　　　　　　午前10時30分～正午
　場　　所　和光大学ポプリホール鶴川
　　　　　　多目的室
　定　　員　30名
　講　　師　NPO法人ママプラグ　理事 宮丸 みゆき 氏
　講座内容　みんなで学ぼう！！子連れ防災セミナー
　申し込み　メール　tsurukawashakyo@gmail.com 申込フォーム

子連れ防災セミナーを開催します。

　「おうちでごはん」とは・・・児童扶養手当（生活保護世帯は除く）
受給世帯の利用承認を受けた世帯へ年間24回無料でお弁当をお届けする
事業です。

玉川学園地区社協の取り組み
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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！

慶應義塾町田三田会様▶

「傾聴」を広く知ってもらうための
講座を開催します！！
　「傾聴」とは、相手の心に寄り添いながらお話を聞くことです。傾聴の
大切さを学ぶことで、ボランティア活動だけでなく、家族や職場、近所
づきあいなど、日常生活のさまざまな場面で役立ちます。ぜひ、ご興味の
ある方はお気軽にご参加ください。

日　　時　3月17日（金）午前10時～正午（受付開始：午前９時30分～）
場　　所　町田市健康福祉会館４階　講習室
講　　師　NPO法人パートナーシップアンドリスニングアソシエーション（P.L.A） 後庵　正治 氏
定　　員　50名（申込順）
費　　用　550円（税込み）※当日、会場でお支払いいただきます。
申込方法　町田ボランティアセンターへ電話、もしくは
　　　　　QRコードを読み取りのうえ、ご応募ください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、講座の開催を
　中止する場合があります。

ボランティア保険…ボランティア活動中のケガや賠償責任を補償する保険
行事保険……………非営利団体が行う行事中の参加者のケガや主催者の

賠償責任を補償する保険

2023年度「ボランティア保険」、
「行事保険」のご案内

　ボランティア活動や地域活動を安心して行うための2023年度「ボランティア
保険」、「行事保険」の受付を３月から行います。

　詳細については、本会ホームページを確認いただくか、ボランティア
センターまでお問い合わせください。
※2022年度にご加入いただいたボランティア保険は、2023年３月31日（金）

に補償期間が終了いたします。

対　　象　市内在住、在勤、在学で15歳以上の方（養成クラスは19歳以上）

期　　間　５月16日（火）～ 2024年３月２日（土）
　　　　　（全33回／修了式・合同講演会を含む）予定
時　　間　昼クラス：午前10時～正午　夜クラス：午後７時～９時
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ほか
申込方法　所定の申込用紙と94円切手を貼った長形３号封筒の返信用封筒

に、名前・住所を記載のうえ、町田ボランティアセンターまで
ご提出ください。（郵送可）

　　　　　３月31日（金）<必着>
提　出　先　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

※基礎夜クラスの開講最低人数は10名となります。開講人数に満たない場
合は、基礎昼クラスへの振替についてご連絡さしあげます。

※講習会で使用するテキストは、別途費用がかかります。
　3,080円～ 3,300円予定
※実施要項と申込用紙は町田ボランティアセンターにて配布、もしくは、

本会ホームページからも印刷できますので、詳細をご確認ください。
※入講試験は、上級クラス：４月８日（土）、養成クラス：４月９日（日）

に行います。（予定）　
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、講座の開催を中止する場合が

あります。

手話講習会受講生募集 聴覚障がいのある方にとっての言語である「手話」を学び、ボランティア・手話通訳者として活動
しましょう！

開所日：月～土曜日（休日・年末年始を除く）午前８時30分～午後５時
町田ボランティアセンター　電話042-725-4465

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

無料３月14日（火）
午後１時～３時

点訳ボランティア
養成講座説明会

町田市点訳赤十字
奉仕団

せりがや会館４階
第２会議室

042-735-6192（小西）
ハガキに住所、氏名、電話番号を明記し、申込先
へ送付。※３月７日（火）必着
申込先：町田市原町田4-24-6 せりがや会館内　
　　　　町田市点訳赤十字奉仕団 講座係まで

イ イベント告知詳細については団体にお問い合わせください。

イ

受講生の感想

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://machida-shakyo.or.jp募集しています！ボランティア

対　象 活動場所 募　集　内　容団　　体　　名
デイサービスセンター福寿まちだ根岸　
町田市障がい者青年学級
①「ひかり学級」　②「公民館学級」　③「土曜学級」

町田市根岸町
①　　ひかり療育園
②③　まちだ中央公民館

イベントやレクリエーションを盛り上げるための、歌や楽器の演奏、マジック等
知的障がいのある青年を対象に音楽・スポーツ・演劇・料理・創作活動などの
コースで一緒に活動

高　齢　者

障がい者

クラス 曜　日 対　　象 内　　容 受　講　料

入門（昼・夜） 火曜日 手話を初めて学ぶ方 指文字、簡単な文章表現を学びます 6,600円（税込み）

基礎（昼・夜） 火曜日 学習経験1年程度の方 短い文章表現を学び、聴覚障がい者との簡単な会話を目指します 6,600円（税込み）

上級（昼・夜） 木曜日 学習経験が２年程度の方で、入講試験に合格した方 手話技術の向上、手話ボランティアとしての活動を目指します 7,700円（税込み）

養成（昼・夜） 木曜日 学習経験が３年程度の方、または過去に手話講習会養成クラス
を修了し、一年以上経過した方で、入講試験に合格した方 手話通訳技術の向上、町田市の登録手話通訳者を目指します 8,800円（税込み）

日常生活でも
役に立つ内容だと思います。
コミュニケーション力が
身につくと感じました。

傾聴啓発講座

手話という新しい知識が増えて脳が活性化された。笑顔いっぱいの教室で楽しく学べた。
手話講習会

現場で活躍している先生のお話は、
難しいこともありましたが、とても参考に、
そして刺激になりました。

手話講習会

手話講習会

とても楽しく学ぶこ
とが

できました。

手話にまつわる話等

聞けた事もとても

勉強になりました。

ま ち だ 社 会 福 祉 だ よ り 2023年（令和５年）3月（２）第 228号
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高齢者・障がい者のための
福祉法律相談

　福祉に関する法律上の問題について、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　社会福祉協議会会議室
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は、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。

問い合わせ・事前面談受付：地域福祉課おうちでごはん担当　電話042-722-4898

おうちでごはんボランティア募集！！

　おうちでごはん事業は４年目が経過し、毎年
お届けするお弁当の食数が増えています。お
弁当を調理するボランティアさんと配達する
ボランティアさんを募集しています。
　配達ボランティアさんは自家用車を使用し、
利用世帯までお弁当をお届けしていただきま
す（ガソリン代はお届けする食数に応じてお
支払いします）。
※ボランティア希望の方は事前面談と事業詳細

をご説明いたします。ご希望に添えないこと
もありますのでご了承ください。

ふれあいサロン・子育てサロン
立ち上げ説明会 ｉｎ 鶴川

　本会では、地域に住む様々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・子育てサロン活動を進めています。
　市内で約70カ所あるサロンでは、地域の方が自主的に運営し、おしゃべり
をしながら物づくりや体操など各サロンで特色ある活動が行われています。
　「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」などサロン活動に興味がある方、立ち上げたいと考えている方、ぜ
ひご参加ください。
日　　時　３月15日（水）
　　　　　午後１時30分～２時30分
場　　所　和光大学ポプリホール鶴川
 ３階　多目的室
定　　員　20名　先着順

　2023年度　第６期町田市市民後見人育成研修を実施いたします。
　通学だけでなく、オンラインでの受講方法もご用意いたします。
　オリエンテーションの詳細、お申し込み方法は４月１日以降、社協
ホームページや社協だより特別号（４月１日配布開始）でご確認ください。

－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。予 告 2023年度

福祉サポートまちだからのお知らせ

申し込み・問い合わせ：地域福祉課　電話042-722-4898

地区社協からのお知らせ

2022年９月から始まった玉川学園地区社協の活動です。地区社協10
周年を記念して、2019年～ 2020年に地域にお住まいの方にアンケート
を取りました。そこから課題を見つけ、一つずつ活動に結び付け、最後
に「この街の大切さを知ろう」に取り組むことになったのです。

庭を掘ったら土器が出てきたという地域です。玉川大学教育博物館の
協力を得て、まずは地域の遺跡について学ぶことにしました。広報紙で
の連続掲載、そして博物館の見学会も実
施しました。

大きな土器や村長クラスの横穴墓な
ど、参加者は縄文時代のこの街を知るこ
とができました。

今後もこの街への関心が深まるような
活動を、お住まいの方々と目指していき
ます。

「わが街を知ろう、学ぼう」

鶴川地区社協の取り組み

鶴川地区社協では鶴川地域みんなで考える
セミナーを実施しています。ぜひお気軽に
ご参加ください。また、この機会に鶴川地
区社協を知っていただきみなさんで鶴川地
域を盛り上げていきましょう！
●防災講座
　日　　時　３月３日（金）
　　　　　　午前10時30分～正午
　場　　所　和光大学ポプリホール鶴川
　　　　　　多目的室
　定　　員　30名
　講　　師　NPO法人ママプラグ　理事 宮丸 みゆき 氏
　講座内容　みんなで学ぼう！！子連れ防災セミナー
　申し込み　メール　tsurukawashakyo@gmail.com 申込フォーム

子連れ防災セミナーを開催します。

　「おうちでごはん」とは・・・児童扶養手当（生活保護世帯は除く）
受給世帯の利用承認を受けた世帯へ年間24回無料でお弁当をお届けする
事業です。

玉川学園地区社協の取り組み
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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！

慶應義塾町田三田会様▶

「傾聴」を広く知ってもらうための
講座を開催します！！
　「傾聴」とは、相手の心に寄り添いながらお話を聞くことです。傾聴の
大切さを学ぶことで、ボランティア活動だけでなく、家族や職場、近所
づきあいなど、日常生活のさまざまな場面で役立ちます。ぜひ、ご興味の
ある方はお気軽にご参加ください。

日　　時　3月17日（金）午前10時～正午（受付開始：午前９時30分～）
場　　所　町田市健康福祉会館４階　講習室
講　　師　NPO法人パートナーシップアンドリスニングアソシエーション（P.L.A） 後庵　正治 氏
定　　員　50名（申込順）
費　　用　550円（税込み）※当日、会場でお支払いいただきます。
申込方法　町田ボランティアセンターへ電話、もしくは
　　　　　QRコードを読み取りのうえ、ご応募ください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、講座の開催を
　中止する場合があります。

ボランティア保険…ボランティア活動中のケガや賠償責任を補償する保険
行事保険……………非営利団体が行う行事中の参加者のケガや主催者の

賠償責任を補償する保険

2023年度「ボランティア保険」、
「行事保険」のご案内

　ボランティア活動や地域活動を安心して行うための2023年度「ボランティア
保険」、「行事保険」の受付を３月から行います。

　詳細については、本会ホームページを確認いただくか、ボランティア
センターまでお問い合わせください。
※2022年度にご加入いただいたボランティア保険は、2023年３月31日（金）

に補償期間が終了いたします。

対　　象　市内在住、在勤、在学で15歳以上の方（養成クラスは19歳以上）

期　　間　５月16日（火）～ 2024年３月２日（土）
　　　　　（全33回／修了式・合同講演会を含む）予定
時　　間　昼クラス：午前10時～正午　夜クラス：午後７時～９時
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ほか
申込方法　所定の申込用紙と94円切手を貼った長形３号封筒の返信用封筒

に、名前・住所を記載のうえ、町田ボランティアセンターまで
ご提出ください。（郵送可）

　　　　　３月31日（金）<必着>
提　出　先　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

※基礎夜クラスの開講最低人数は10名となります。開講人数に満たない場
合は、基礎昼クラスへの振替についてご連絡さしあげます。

※講習会で使用するテキストは、別途費用がかかります。
　3,080円～ 3,300円予定
※実施要項と申込用紙は町田ボランティアセンターにて配布、もしくは、

本会ホームページからも印刷できますので、詳細をご確認ください。
※入講試験は、上級クラス：４月８日（土）、養成クラス：４月９日（日）

に行います。（予定）　
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、講座の開催を中止する場合が

あります。

手話講習会受講生募集 聴覚障がいのある方にとっての言語である「手話」を学び、ボランティア・手話通訳者として活動
しましょう！

開所日：月～土曜日（休日・年末年始を除く）午前８時30分～午後５時
町田ボランティアセンター　電話042-725-4465

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

無料３月14日（火）
午後１時～３時

点訳ボランティア
養成講座説明会

町田市点訳赤十字
奉仕団

せりがや会館４階
第２会議室

042-735-6192（小西）
ハガキに住所、氏名、電話番号を明記し、申込先
へ送付。※３月７日（火）必着
申込先：町田市原町田4-24-6 せりがや会館内　
　　　　町田市点訳赤十字奉仕団 講座係まで

イ イベント告知詳細については団体にお問い合わせください。

イ

受講生の感想

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://machida-shakyo.or.jp募集しています！ボランティア

対　象 活動場所 募　集　内　容団　　体　　名
デイサービスセンター福寿まちだ根岸　
町田市障がい者青年学級
①「ひかり学級」　②「公民館学級」　③「土曜学級」

町田市根岸町
①　　ひかり療育園
②③　まちだ中央公民館

イベントやレクリエーションを盛り上げるための、歌や楽器の演奏、マジック等
知的障がいのある青年を対象に音楽・スポーツ・演劇・料理・創作活動などの
コースで一緒に活動

高　齢　者

障がい者

クラス 曜　日 対　　象 内　　容 受　講　料

入門（昼・夜） 火曜日 手話を初めて学ぶ方 指文字、簡単な文章表現を学びます 6,600円（税込み）

基礎（昼・夜） 火曜日 学習経験1年程度の方 短い文章表現を学び、聴覚障がい者との簡単な会話を目指します 6,600円（税込み）

上級（昼・夜） 木曜日 学習経験が２年程度の方で、入講試験に合格した方 手話技術の向上、手話ボランティアとしての活動を目指します 7,700円（税込み）

養成（昼・夜） 木曜日 学習経験が３年程度の方、または過去に手話講習会養成クラス
を修了し、一年以上経過した方で、入講試験に合格した方 手話通訳技術の向上、町田市の登録手話通訳者を目指します 8,800円（税込み）

日常生活でも
役に立つ内容だと思います。
コミュニケーション力が
身につくと感じました。

傾聴啓発講座

手話という新しい知識が増えて脳が活性化された。笑顔いっぱいの教室で楽しく学べた。
手話講習会

現場で活躍している先生のお話は、
難しいこともありましたが、とても参考に、
そして刺激になりました。

手話講習会

手話講習会

とても楽しく学ぶこ
とが

できました。

手話にまつわる話等

聞けた事もとても

勉強になりました。

© KINYA OTA（MILD）

木嶋真優

人気・実力ともに群を抜くヴァイオリニスト木嶋真優が、
国内屈指の奏者たちと贈るふたつの四季。

「四季」
with String Ensemble 

ヴィヴァルディ × ピアソラ
～ Seasons ～

5月6日㈯ 14:00開演　入場料 5,000円
※小学生以上入場可発売中

「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）発行しています。
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）

ま ち だ 社 会 福 祉 だ よ り 2023年（令和５年）3月 第 228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
ふれあいサロン真光寺

問い合わせ：地域福祉課　電話042-722-4898

コロナでお休みをしていましたが、
昨年4月から再開しました。毎月町内
会の回覧板に入れているチラシを見
て、初めて参加の方も増えてきまし
た。おしゃべりが中心の会ですが、手
芸用品を持参して、おしゃべりをしな
がら作品を完成させたり、スタッフが
講師となり、ラベンダースティックを
作りました。また、パン屋の「もくも
くてん」が出張販売に来ています。地
域のみなさんの楽しい交流場になるよ
うに、スタッフみんなで準備してお待
ちしています。

●主な場所
真光寺会館（真光寺1-27-1）

●主な活動内容
主にお茶を飲みながらのおしゃべ
り。手仕事のお好きな方はご自分で
持参されたもので手芸をされたり、
手仕事の得意なスタッフと簡単な作
品を作ったりしています。

●日　時
月末最終金曜日の午前10時から正午
（ただし年末や祭日などと重なった
場合は前の週に変更になることがあ
ります）

●費　用
100円（飲み物・お菓子付き）

「雑談は個人の健康や幸福感を高める」
と知りました。雑談最高！みなさん、
どうぞお気軽にご参加ください。

〇いきいきポイント制度とは…
　町田市在住の65歳以上の方が、住み慣れた地域で社
会活動等に参加することで、自らの健康を維持し、いつ
までも元気で暮らせることを目的としています。活動に
応じた“ポイント”は翌年度に商品券等に交換できます。

登録研修会開催日時　３月30日（木）午後２時から
　　　　　　　４月27日（木）午前10時から
　　　　　　　５月23日（火）午後２時から
　　　　　　　６月23日（金）午前10時から
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
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、登録研修会の開催を中止する

場合があります。

※制度を利用するには、登録研修会の受講が必要となります。
いずれかの日程にご参加ください。

町田市いきいきポイント制度を
活用しませんか　

問い合わせ・登録研修会申し込み：町田ボランティアセンター　電話042-725-4465

以降の日程は
お問い合わせください

一緒に
考え

ましょう！

　バレンタインのお返しや日頃お世話になっ
ているあの方へ…
　「感謝の気持ちをこめて」あいちゃんクッ
キーを贈ってみませんか!?
　ベーカリーひあたりの『あいちゃんクッ
キー』は、こだわりの原材料で丁寧に焼き上
げた定番の人気商品です！
　香ばしくやさしい味わいのクッキーは、珈
琲や紅茶にもぴったりです。ぜひ、ご賞味く
ださい。
　春セットの内容は…プレーン・ごま・黒糖、
紫いも、レモン、紅茶です。

　地域福祉に関するタイムリーな情報を市民の皆様
に発信するため、ホームページとFacebookページ
を運営しています。
　本会を身近に感じられる情報を随時更新していま
すので、ぜひご覧ください。

最新情報はホームページ＆Facebookをチェック！

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

　自分自身のこと、ご夫婦、ご家族、職場の人間関係や日常生活の様々な
相談を心配ごと相談員がお聴きします。

　ここなびは、小学生から高校生までのいろいろな悩みごとに答えるページで
す。みなさんからの質問や相談を参考にしながら、ここなびのページをつくっ
ていきます。一人で悩まず、気軽にアクセスしてくださいね。

心配ごと相談 困ったときにはすぐ相談　悩みはひとりで抱えこまないで

ここなび　～こころとからだのナビゲーション～

　本会では、他にも大口寄附、遺贈・相続寄附、香典寄附
などの各種寄附金を受け付けています。皆様からのお問い
合わせをお待ちしています。 

家庭に眠っている「小銭」を、地域福祉に役立てませんか？
本会にぜひ

ご寄附ください。
地域福祉推進の
貴重な財源として
役立てていきます

➡

ホームページはこちらから！
https://machida-shakyo.or.jp/

スマホ対応しています

Facebookはこちらから！➡
https://www.facebook.com/
MachidaShakyo/

相 談 日　毎週金曜日（年末年始・祝日を除く）
相談時間　午前10時～午後３時　(正午～午後１時は除く)
　　　　　相談専用ダイヤル 042-729-5070

気軽にできる「地域貢献」が
あるといいのに

銀行で小銭を入金すると、
手数料がかかるんだって

最近キャッシュレス決済が多く、
小銭を使う機会が無くてお財布がパンパン

悩んでいるのはあなたひとりじゃないよ

相談方法　ホームページからメールフォームを送る
　　　　　アクセス　https://machida-shakyo.or.jp/kids/
　　　　　　　　　　kidsmokuji.htm

町田　社協　で検索！

あいちゃんクッキー
春セット販売中!!

問い合わせ：ベーカリーひあたり（富士作業所）電話042-791-1755

「あいちゃんクッキー」は、社会福祉法人まちのひと本会との協働事業として取り
組んでおります。売上金の一部は、地域福祉事業のために使われます。

●春セット取扱店
ベーカリーひあたり（富士作業所）
公民館喫茶
せりがや会館１階管理事務所
ほっとスペースさくらさくら
まちだ名産品の店　心和

カフェマーケット（和光大学ポプリホール鶴川１階）
コワーキング喫茶 cosoadot
鶴川あんしん相談室
町田市国際版画美術館
町田ツーリストギャラリー

春セット500円（
税
込
み
）

　鶴間ひまわり学童保育クラブは、南町田グランベリーパークや自然豊か
な鶴間公園近隣の鶴間小学校内にあり、現在99名の子どもたちが通って
います。
　この冬は、色とりどりの毛糸を使った指編みマフラーやコースター、
ボンボン作りが大人気でした。マフラー作りでは、１つ作り終えるとす
ぐに「もう１個作る!!」と言う声が聞かれるほど、何時間もかけてみんなで
夢中になって作っていました。お友だちと作ったものを見せ合ったり、お
迎えに来たおうちの人に作品を見せたり、
さっそくマフラーを首に巻いて帰ったり
と、冬ならではの毛糸制作で、たくさん
の笑顔を見ることができました。
　これからも子どもたちが楽しく、夢中
になれる遊びや活動を大切にしていきた
いと思います。

タイトル作成：４年　黒澤杏羽さん
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