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役員表彰の皆様役員表彰の皆様

絵画作品展受賞者絵画作品展受賞者

2022年度表彰式を執り行いました
　10月８日（土）町田市文化交流センターで、石阪丈一市長、戸塚正人市議会議長ご出席
のもと表彰式を執り行いました。本会の事業推進や地域における社会福祉の推進に寄与
された方々及び、町田市内学童保育クラブ絵画作品展受賞者に、本会の会長、鈴木忠から
表彰状・感謝状が贈られました。

被表彰者紹介（敬称略・順不同）

2022年度歳末たすけあい運動

募金受付期間：12月１日（木）～12月28日（水）

～今年も皆様のあたたかいご協力をお願いいたします～
皆さまからお預かりした募金は「東京都共同募金会」へ納付されたのち、
配分され、地域に根差した様々な活動に役立てられています。今年も歳末
たすけあい・地域福祉活動募金へのご理解とご協力をお願いします。

１．東京都共同募金会町田地区協力会　
　　事務局 町田市社会福祉協議会　町田市原町田4-9-8 町田市民フォーラム４F
　　募金受付時間　午前８時30分～午後５時（日、祝除く）
２．郵便振り込み
　　振替口座　00120-8-393260
　　口座名義　社会福祉法人 東京都共同募金会 町田地区協力会
　　※共同募金への寄附金は税制上の優遇措置の対象と
　　　なります。
３．募金箱
　　市内の各市民センター等に設置しています。
４．au PAY
　　※au PAYアプリ内のQRコード読み取り機能から読み込みできます。
　　※領収証の発行はできません。

【募金の受付方法】

歳末たすけあい地域福祉・
ボランティア活動助成の申請を受け付けます

「歳末たすけあい運動」で寄せられた募金は、町田市内で地域福祉活動を行う
ボランティアグループや福祉団体に配分されます。
●申請書類の配布・受付場所と期間
　配　　布：11月１日（火）から本会窓口で配布、
　　　　　　本会ホームページよりダウンロード可能
　受付期間：11月14日（月）～ 12月26日（月）消印有効
　　　　　　（月～金　午前９時～午後４時）（祝日除く）
　申請書提出：本会窓口または郵送にて受付

※本会窓口にて申請提出の際は、必ず事前連絡のうえ、ご来所ください。
また確認には時間がかかりますので日程には余裕を持ってご準備ください。

●申請説明会
①11月24日（木）午後２時～　②12月６日（火）午前10時～
本会会議室にて開催いたします。各日、同じ内容となりますので、①・②
どちらかにお申し込みください。
初めて申請される方は、できるだけ説明会にご参加ください。
※事前申込制となります。各回前日の午後５時までにお申し込みください。

申　込：地域福祉課　電話042-722-4898

QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

涌嶋　莉彩
絵画作品展

＜会長賞＞
市川　佳怜　　髙橋　道花　　松本　愛莉＜優秀賞＞
宮田　晴風　　渡邊　　凜　　田邉　新太　　能戸　紗那
村上　遥香　　宋　　星良　　髙橋　栞奈　　磯川　紗矢

＜佳　作＞

※絵画作品展については４面でご紹介しています。

小野　敏明
役員表彰 本会の役員等として長期間にわたり本会の発展に寄与された方

＜表彰状＞
関谷　真悟　　安達　廣美　　中　　一登　　竹島　　正　　馬場　昭乃
本　逸美　　矢口　まゆ　　細野　龍子

＜感謝状＞

岡田　良光　　武川　　節　　内田　好和

一般表彰
2021年7月1日から2022年6月30日までに特に高額な金品のご寄附又は募金をしていただいた方、団体＜表彰状＞

個人

個人

団体

今国　順市　　細野　武文　故 西川　岳男　　濱田　陽子　　小林　悦子　
田中　隆行　　深井　文男　故 鈴木　正幸　　河野　光子
一般社団法人生命保険協会 神奈川県協会　　町田市老人クラブ連合会　
町田遊技場組合　　東京町田サルビアロータリークラブ
東京町田ライオンズクラブ　　 　町田市農業協同組合　 　株式会社 大喜
東京町田東ロータリークラブ　　 株式会社 永田屋　　　　エコネット町田
株式会社 スーパーアルプス　　　株式会社 ケイアンドエム

2021年7月1日から2022年6月30日までに5万円以上の金品のご寄附又は募金をしていただいた方、
10万円以上の金品のご寄附又は募金をしていただいた団体

＜感謝状＞

第226号　11/１2022年（令和４年）

発行　社会福祉法人 町田市社会福祉協議会　ホームページ　https://www.machida-shakyo.or.jp/

作成：町田市玉川学園在住
　　　酒井あゆみさん 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。

■発行は年6回、奇数月の1日です。次号は1月1日です。

〒194-0013 町田市原町田 4-9-8　町田市民フォーラム 4 階
電話 042-722-4898 代表　FAX 042-723-4281
https://www.machida-shakyo.or.jp/

　「より見やすい」「より使いやすい」「より親しみがわく」ホーム
ページへと大幅にリニューアルしました。スマートフォンやタブ
レットなどにも見やすく表示され、外国語対応や文字サイズの
変更も利用できます。魅力的なコンテンツで、より一層充実した
地域福祉に関する情報を掲載しますので、ぜひご覧ください！
URL等に変更はありません。今まで通り閲覧できます。
本会ホームページ（https://www.machida-shakyo.or.jp/）は
右上のQRコードよりご覧ください
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取り消し線

1菅野佳代子
取り消し線



合計 465,622円
2022年８月５日～ 10月11日現在

ご寄附ありがとうございました

≪一 般 寄 附≫　横山一次、田村幸子、山下　翁、武川　節
　　　　　　　　森野卓球クラブ
　　　　　　　　鶴川第一地区民生委員児童委員協議会生活福祉部会、匿名３件
≪福祉協力店≫　横浜祭典（株）ハートステージ町田
　　　　　　　　茶・趣味の陶器おやじ園、リザーブサロン・フジイ

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８月１日～９月30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 吉林　等、加藤信男、町野眞里子、小阪由香子、田中隆行、
 友本則子、二村延子、久松正明、廣田　滿、匿名３名
団　体 岩波建設（株）、（有）マツダ工業、(福）三泉会 ゆうき山保育園
 町田第一地区民生委員児童委員協議会、宗教法人 孝養寺
 南第一地区民生委員児童委員協議会、(福）一穂会 ねむの木保育園
 忠生第一地区民生委員児童委員協議会
 町田第二地区民生委員児童委員協議会
 忠生第二地区民生委員児童委員協議会
 鶴川第二地区民生委員児童委員協議会、匿名１団体（順不同・敬称略） （順不同・敬称略）

2022年度 成年後見制度講演会 参加申込受付中！

　今回の講演会は、将来の認知症などに備え、自分の思いを未来に残す
ための方法として、成年後見制度を中心に家族信託や遺言などについて
学びます。本講演会への参加は事前申込制です。

日　　時 12月３日（土）　午後２時～４時（開場 午後１時30分）
 ※新型コロナウイルスの感染拡大防止等により、会場が使用できなく

なった場合は開催を中止します。
場　　所 町田市民フォーラム３階　ホール
内　　容 成年後見制度・家族信託・遺言・任意後見制度について。
講　　師 認知症サポーター　司法書士　村山　澄江 氏
 ノンフィクションライター　任意後見人　中澤まゆみ 氏
参加費用 無料
定　　員 ホール88名・オンライン（Zoom）80名
申込方法 ①オンラインZoom参加希望者：
　　　　　　オンラインフォームでの申し込み

　 　右のQRコード又は本会ホームページから
　　　　　お申し込みください。

 ②会場参加希望者：往復ハガキでの申し込み
 　１　往信用はがきに下記の事項を記入してください。
 　　（1） 申込代表者のお名前と電話番号
 　　（2） 同行者がいればその名前（２名まで）
 　　（3） 車いす席や手話通訳の必要について
 　　（4） 講師に質問したいこと
 　２　返信用はがきの宛名面には、代表者の
　　　　　　　氏名と住所を必ず記入してください。
 　３　申し込み先
 　　〒194-0013 町田市原町田4-9-8
 　　町田市民フォーラム４階
 　　福祉サポートまちだ　講演会担当宛
申込締切 11月11日（金）必着 
　　　　　※申込多数の場合は、抽選を行います。結果は

11月18日（金）以降、返信用ハガキ又は
メールでお知らせします。

セット内容…むらさき芋のツリー、ハートのあいちゃん１枚（プレーン）
　　　　　　新チョコチップ、レモン、ごま、カフェラテの６つの味が

お楽しみいただけます。
　「あいちゃんクッキー」は、「（福）まちのひ」と社協との協働事業として
取り組んでいます。売上金の一部は、地域福祉事業のために使われます。

「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

♡あいちゃんクッキークリスマスセット発売！

新人職員のつぶやき
新人職員のつぶやき３人目の地域福祉課 佐藤彩葉（いろは）です。
私はいろいろなことに興味が湧き、知らないことを見てみたい、やって

みたい気持ちからどんどん多趣味になり
ながら過ごしています。最近は、生オー
ケストラでゲーム音楽を聴いたり、先輩
職員に連れられて初めてプロ野球を球場
で見たり、今年の夏は念願の恐竜博物館
に行ったりと好奇心を満たしています。

３歳から20年近く町田市内で暮らして
いますが、入職してから知る町田の一面
が多くあり驚きながらも楽しい日々です。
様々な経験と知識を積み重ねながら精進
して参ります。よろしくお願いします。

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：ベーカリーひあたり（富士作業所）電話042-791-1755

まちカフェ！についての問い合わせ：事務局：町田市地域活動サポートオフィス　電話042-785-4871

高齢者・障がい者のための福祉法律相談
　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 社会福祉協議会会議室   
定　員 ４名（要予約）    
費　用 無料    
申　込 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。

町田市市民協働フェスティバル「まちカフェ！」開催！！
●11月26日（土）～ 12月４日（日）

赤い羽根共同募金運動中！
　全国一斉に10月１日から2022年度赤い羽根共同募金運動がスタート
しました。
　町内会・自治会のご協力に加え、市内各地に募金箱を設置して、皆様の
ご協力をお願いしています。赤い羽根共同募金運動は12月いっぱいまで
実施しておりますので、引き続きご協力いただきますようよろしくお願い
します。

　今年もあいちゃんクッキークリスマスセットを販売します。
　12月１日から12月25日までの季節限定となります。

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：法人総務課　電話042-722-4898

認知症等に備えて
私の思いを未来に残すには？

成年後見制度、家族信託、遺言。そして、任意後見人ってこんな人

ご報告
　10月１日に町田市民生委員児童委員協議会
の協力により、市内の各所（町田駅・玉川学園
前駅・つくし野駅・すずかけ台駅・南町田
グランベリーパーク駅・成瀬駅・鶴川駅・相原
駅・多摩境駅・藤の台団地・ジョルナ前・サル
ビア民間交番）で街頭募金を実施しました。
　当日は、皆様のご協力により384,817円集まり
ました。ありがとうございました。

ベーカリーひあたり（富士作業所）
公民館喫茶
まちだ名産品の店 心和
せりがや会館１階管理事務所
カフェマーケット（和光大学ポプリホール１階）

町田市国際版画美術館
鶴川あんしん相談室
町田ツーリストギャラリー
コワーキングカフェ

●クリスマスセット取扱店

　町田市役所・市内各地の会場およびオンライン
でまちカフェ！が開催されます。
　町田ボランティアセンターは11月
26日に町田市役所にて出展予定。
　あいちゃんクッキークリスマス
セットの先行販売と、フードドライブ
をおこないます。
　ぜひ、遊びにきてください！！

　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。

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5.5cm×横15.5cm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。　

応
募
条
件

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）
町田ボランティアセンター　電話042-725-4465

募　　集　　内　　容

児 童
ギャマノン相模大野　ステップグループ

町田市男女平等推進センター
町田市民文学館ことばらんど
まちだ中央公民館

ミーティング参加中の保育

①各種イベントの参加　　②日々のレクリエーション（楽器の演奏やマジック等）

①ホールや廊下を飾る季節の工作　　②里親啓発グッズの封入作業
③施設物品の清掃、消毒作業愛恵会乳児院 町田市小山町

高 齢 者 町田市根岸町デイサービスセンター　福寿まちだ根岸

　

大規模地震発生を想定した
災害ボランティアセンター立ち上げ

訓練を実施しました

災害ボランティアコーディネーター
養成講座を実施しました

９月５日（月）、本会職員の他、災害ボランティアコーディネーター養成
講座の修了生と町田青年会議所、鶴川地区社協他ボランティアにご協力を
いただき、災害ボランティアセンターの立ち上げ訓練をしました。訓練で
は、「ボランティア団体は一つの集団として活動するか、ニーズに応じて
分かれて行動するか」など、
新たな視点での質問や感想
が集まりました。災害ボラ
ンティアセンターをより実
効性のあるものにしていく
ためには、「平時の取り組
みが大切なことだ」と改め
て感じました。ご参加いた
だいた皆様、ありがとうご
ざいました。

町田第一中学校で地区懇談会が
開催されました！！

毎年、町田第一中学校ではPTAが主
催する、地域の方々と学校、PTAがつ
ながる地区懇談会が開催されており、
本会も企画から参加協力しています。

今年は第１部では、中学１年生全
員で災害時に「私たちにできること」
を考えるミニ講義を受講しました。
その後は、災害時に知って役立つ、身
近にあるもの（牛乳パック）でお皿を
つくるワークショップを、参加してく
ださった地域の方々と一緒に行いま
した。

第２部では、町田第一中学校の校長、
副校長をはじめ先生方と地域住民の
皆さんで避難所運営ゲーム（HUG）を
行い、顔の見えるつながりが出来ま
した。

９月23日（金・祝）に災害ボランティ
アコーディネーター養成講座を実施し
ました。

当日は、町田市防災安全部防災課の
職員と東京災害ボランティアネット
ワーク事務局長の福田信章氏を講師に
お招きし、自然災害に関する知識や災害
時の準備を学び、実際の被災地で起きた
様々な事例について考える、グループ
ワーク『＋ONE（プラスワン）』に取り
組みました。講座修了後10名の方が、
災害ボランティアコーディネーターと
して、登録いただきました。

町田市で大規模災害が起きた際に、
市からの要請を受け、町田市社協が
災害ボランティアセンターを立ち上げ
ます。同センターに登録しているコー
ディネーターにも、実際の現場で活
動していただきます。

現在、24名の方に登録いただき、大変心強く思っています。
来年度も講座を実施予定ですので、ぜひ、ご参加ください。

まちだまちだ

だより

2021年開催の様子

講演会チラシ
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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！
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合計 465,622円
2022年８月５日～ 10月11日現在

ご寄附ありがとうございました

≪一 般 寄 附≫　横山一次、田村幸子、山下　翁、武川　節
　　　　　　　　森野卓球クラブ
　　　　　　　　鶴川第一地区民生委員児童委員協議会生活福祉部会、匿名３件
≪福祉協力店≫　横浜祭典（株）ハートステージ町田
　　　　　　　　茶・趣味の陶器おやじ園、リザーブサロン・フジイ

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８月１日～９月30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 吉林　等、加藤信男、町野眞里子、小阪由香子、田中隆行、
 友本則子、二村延子、久松正明、廣田　滿、匿名３名
団　体 岩波建設（株）、（有）マツダ工業、(福）三泉会 ゆうき山保育園
 町田第一地区民生委員児童委員協議会、宗教法人 孝養寺
 南第一地区民生委員児童委員協議会、(福）一穂会 ねむの木保育園
 忠生第一地区民生委員児童委員協議会
 町田第二地区民生委員児童委員協議会
 忠生第二地区民生委員児童委員協議会
 鶴川第二地区民生委員児童委員協議会、匿名１団体（順不同・敬称略） （順不同・敬称略）

2022年度 成年後見制度講演会 参加申込受付中！

　今回の講演会は、将来の認知症などに備え、自分の思いを未来に残す
ための方法として、成年後見制度を中心に家族信託や遺言などについて
学びます。本講演会への参加は事前申込制です。

日　　時 12月３日（土）　午後２時～４時（開場 午後１時30分）
 ※新型コロナウイルスの感染拡大防止等により、会場が使用できなく

なった場合は開催を中止します。
場　　所 町田市民フォーラム３階　ホール
内　　容 成年後見制度・家族信託・遺言・任意後見制度について。
講　　師 認知症サポーター　司法書士　村山　澄江 氏
 ノンフィクションライター　任意後見人　中澤まゆみ 氏
参加費用 無料
定　　員 ホール88名・オンライン（Zoom）80名
申込方法 ①オンラインZoom参加希望者：
　　　　　　オンラインフォームでの申し込み

　 　右のQRコード又は本会ホームページから
　　　　　お申し込みください。

 ②会場参加希望者：往復ハガキでの申し込み
 　１　往信用はがきに下記の事項を記入してください。
 　　（1） 申込代表者のお名前と電話番号
 　　（2） 同行者がいればその名前（２名まで）
 　　（3） 車いす席や手話通訳の必要について
 　　（4） 講師に質問したいこと
 　２　返信用はがきの宛名面には、代表者の
　　　　　　　氏名と住所を必ず記入してください。
 　３　申し込み先
 　　〒194-0013 町田市原町田4-9-8
 　　町田市民フォーラム４階
 　　福祉サポートまちだ　講演会担当宛
申込締切 11月11日（金）必着 
　　　　　※申込多数の場合は、抽選を行います。結果は

11月18日（金）以降、返信用ハガキ又は
メールでお知らせします。

セット内容…むらさき芋のツリー、ハートのあいちゃん１枚（プレーン）
　　　　　　新チョコチップ、レモン、ごま、カフェラテの６つの味が

お楽しみいただけます。
　「あいちゃんクッキー」は、「（福）まちのひ」と社協との協働事業として
取り組んでいます。売上金の一部は、地域福祉事業のために使われます。

「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

♡あいちゃんクッキークリスマスセット発売！

新人職員のつぶやき
新人職員のつぶやき３人目の地域福祉課 佐藤彩葉（いろは）です。
私はいろいろなことに興味が湧き、知らないことを見てみたい、やって

みたい気持ちからどんどん多趣味になり
ながら過ごしています。最近は、生オー
ケストラでゲーム音楽を聴いたり、先輩
職員に連れられて初めてプロ野球を球場
で見たり、今年の夏は念願の恐竜博物館
に行ったりと好奇心を満たしています。

３歳から20年近く町田市内で暮らして
いますが、入職してから知る町田の一面
が多くあり驚きながらも楽しい日々です。
様々な経験と知識を積み重ねながら精進
して参ります。よろしくお願いします。

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：ベーカリーひあたり（富士作業所）電話042-791-1755

まちカフェ！についての問い合わせ：事務局：町田市地域活動サポートオフィス　電話042-785-4871

高齢者・障がい者のための福祉法律相談
　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 社会福祉協議会会議室   
定　員 ４名（要予約）    
費　用 無料    
申　込 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。

町田市市民協働フェスティバル「まちカフェ！」開催！！
●11月26日（土）～ 12月４日（日）

赤い羽根共同募金運動中！
　全国一斉に10月１日から2022年度赤い羽根共同募金運動がスタート
しました。
　町内会・自治会のご協力に加え、市内各地に募金箱を設置して、皆様の
ご協力をお願いしています。赤い羽根共同募金運動は12月いっぱいまで
実施しておりますので、引き続きご協力いただきますようよろしくお願い
します。

　今年もあいちゃんクッキークリスマスセットを販売します。
　12月１日から12月25日までの季節限定となります。

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：法人総務課　電話042-722-4898

認知症等に備えて
私の思いを未来に残すには？

成年後見制度、家族信託、遺言。そして、任意後見人ってこんな人

ご報告
　10月１日に町田市民生委員児童委員協議会
の協力により、市内の各所（町田駅・玉川学園
前駅・つくし野駅・すずかけ台駅・南町田
グランベリーパーク駅・成瀬駅・鶴川駅・相原
駅・多摩境駅・藤の台団地・ジョルナ前・サル
ビア民間交番）で街頭募金を実施しました。
　当日は、皆様のご協力により384,817円集まり
ました。ありがとうございました。

ベーカリーひあたり（富士作業所）
公民館喫茶
まちだ名産品の店 心和
せりがや会館１階管理事務所
カフェマーケット（和光大学ポプリホール１階）

町田市国際版画美術館
鶴川あんしん相談室
町田ツーリストギャラリー
コワーキングカフェ

●クリスマスセット取扱店

　町田市役所・市内各地の会場およびオンライン
でまちカフェ！が開催されます。
　町田ボランティアセンターは11月
26日に町田市役所にて出展予定。
　あいちゃんクッキークリスマス
セットの先行販売と、フードドライブ
をおこないます。
　ぜひ、遊びにきてください！！

　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。

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5.5cm×横15.5cm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。　

応
募
条
件

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）
町田ボランティアセンター　電話042-725-4465

募　　集　　内　　容

児 童
ギャマノン相模大野　ステップグループ

町田市男女平等推進センター
町田市民文学館ことばらんど
まちだ中央公民館

ミーティング参加中の保育

①各種イベントの参加　　②日々のレクリエーション（楽器の演奏やマジック等）

①ホールや廊下を飾る季節の工作　　②里親啓発グッズの封入作業
③施設物品の清掃、消毒作業愛恵会乳児院 町田市小山町

高 齢 者 町田市根岸町デイサービスセンター　福寿まちだ根岸

　

大規模地震発生を想定した
災害ボランティアセンター立ち上げ

訓練を実施しました

災害ボランティアコーディネーター
養成講座を実施しました

９月５日（月）、本会職員の他、災害ボランティアコーディネーター養成
講座の修了生と町田青年会議所、鶴川地区社協他ボランティアにご協力を
いただき、災害ボランティアセンターの立ち上げ訓練をしました。訓練で
は、「ボランティア団体は一つの集団として活動するか、ニーズに応じて
分かれて行動するか」など、
新たな視点での質問や感想
が集まりました。災害ボラ
ンティアセンターをより実
効性のあるものにしていく
ためには、「平時の取り組
みが大切なことだ」と改め
て感じました。ご参加いた
だいた皆様、ありがとうご
ざいました。

町田第一中学校で地区懇談会が
開催されました！！

毎年、町田第一中学校ではPTAが主
催する、地域の方々と学校、PTAがつ
ながる地区懇談会が開催されており、
本会も企画から参加協力しています。

今年は第１部では、中学１年生全
員で災害時に「私たちにできること」
を考えるミニ講義を受講しました。
その後は、災害時に知って役立つ、身
近にあるもの（牛乳パック）でお皿を
つくるワークショップを、参加してく
ださった地域の方々と一緒に行いま
した。

第２部では、町田第一中学校の校長、
副校長をはじめ先生方と地域住民の
皆さんで避難所運営ゲーム（HUG）を
行い、顔の見えるつながりが出来ま
した。

９月23日（金・祝）に災害ボランティ
アコーディネーター養成講座を実施し
ました。

当日は、町田市防災安全部防災課の
職員と東京災害ボランティアネット
ワーク事務局長の福田信章氏を講師に
お招きし、自然災害に関する知識や災害
時の準備を学び、実際の被災地で起きた
様々な事例について考える、グループ
ワーク『＋ONE（プラスワン）』に取り
組みました。講座修了後10名の方が、
災害ボランティアコーディネーターと
して、登録いただきました。

町田市で大規模災害が起きた際に、
市からの要請を受け、町田市社協が
災害ボランティアセンターを立ち上げ
ます。同センターに登録しているコー
ディネーターにも、実際の現場で活
動していただきます。

現在、24名の方に登録いただき、大変心強く思っています。
来年度も講座を実施予定ですので、ぜひ、ご参加ください。
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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！

2023年
4月28日㈮
18:30開演
入場料 4,000円

12/13㈫発売6才～

立
川
談
春

独
演
会

「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）

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）

広
告

ま ち だ 社 会 福 祉 だ よ り 2022年（令和４年）11月 第 226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

えんがわサロン

問い合わせ：地域福祉課　電話042-722-4898

誰でもふらりと立ち寄れて、気楽に
おしゃべりしたり本を読んだりできる
アットホームで楽しい雰囲気のサロン
です。

気楽なおしゃべりを通して、地域で
顔の見える関係を広げたり、ちょっと
したお困りごとやお楽しみごと（わく
わくとしみじみ）の情報交換や相談窓
口になるように、地域の方達の居場所
のひとつになるようにと、えんがわカ
フェの担当者がちょっとしたお菓子を
持ち寄ってお待ちしています。ぜひ遊
びに来てください。

●主な場所
まちの縁側　１丁目の加々美さんち

（玉川学園1-20-13）

●主な活動内容
えんがわカフェ・コンサートやお
しゃべり会、得意なことの披露など
を通して、地域や近隣の方達が気軽
に立ち寄って交流したり、相談ごと
に対応できる場づくり

●日　時
えんがわカフェ：第１・３水曜日、
第２・４土曜日 午後１時半から４時
その他：Facebook・HPをご覧ください
https://tamagawagakuenlra.blogspot.com
https://www.facebook.com/tamagawagakuen.LRA

●費　用
飲み物（お菓子付き）￥100

“えんがわサロン”の「えんがわ
カフェ」は誰でも気軽に参加
できる「みんなの居場所」です

日　　時　11月15日（火）午前10時～午後３時
　　　　　11月16日（水）午前10時～午後３時
　　　　　11月18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）

　地域の中で、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きますと、会員としての登録
を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３回 保育サポート講習会のお知らせ

申込・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 ／ FAX042-732-3193
 E-MAIL  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。

2022年度町田市内学童保育クラブ絵画作品展
～わたしがにこにこするとき～

日　時 11月17日（木）～ 20日（日）
 午前10時～午後６時30分
 初日 正午～ /最終日 ～午後５時
場　所 町田市立国際版画美術館 １階 市民展示室　

町田市内の学童保育クラブに通う児童が一生懸命描いた絵を展示します。
多くの方のご来場をお待ちしています。

※入賞作品12点は、小田急百貨店町田店９階レストラン街に、
11月22日（火）から12月５日（月）まで展示いたします。 

子育て応援企画として９月10日（土）に「バザーで
エール」を開催しました。（町田市民生委員児童委員協
議会共催）

当日は、会場のせりがや会館に1,200名の方が来場
され、子ども衣類や服飾雑貨、おもちゃ、絵本等の販
売やゲーム、工作などのイベントもあり、大盛況の一
日となりました。 

物品をお寄せいただいた皆様、当日ご来場・ご協力
いただいた皆様、ありがとうございました！ 

バザーでエールへのご協力・ご来場
ありがとうございました！

小山・小山ヶ丘地区協議会（ONW
協議会）主催にて９月３日（土）、４
日（日）に小山市民センターで「つな
がるフードドライブ」が行われまし
た。フードドライブはご家庭や企業、
お店などでまだ賞味期限はあるけれ
ど、使う予定のない食材を会場に持
ち寄っていただき、集まった食材を
フードバンクに寄付する活動です。
集められた食材は町田市内の食に
困っている世帯や子ども食堂、無料
学習塾支援を行っている地域団体や
福祉施設に配布されます。２日間で
54名の地域の方々の温かいご協力に
より、約270㎏の食材が集まり地域の方同士で支え合う活動となりまし
た。また、９月は防災月間ということもあり、保存食の見直しにも繋が
り、防災を意識する活動にもなりました。

「小山・小山ヶ丘つながるフードドライブ」
を実施しました

涌嶋　莉彩さん
「夢の中でひとっとび」

村上　遥香さん
「おべんとうを食べるとき」

能戸　紗那さん
「お人形あそび」

宋　星良さん
「水族館」

磯川　紗矢さん
「50問テストで100点をとった時」

髙橋　栞奈さん
「3年ぶりのひまわりまつり」

渡邊　凜さん
「げんきにじゅんびうんどうをしよう」

田邉　新太さん
「かぶと虫をみつけたとき」

宮田　晴風さん
「ゆうがたのいろとはなびのいろにているな」

市川　佳怜さん
「いずの海にいったよ」

松本　愛莉さん
「光る夏祭り」

髙橋　道花さん
「花火をみた時」

会長賞

優秀賞

佳作

　金森学童保育クラブです。南第三小学校の正門を入ってすぐのところに
あり、現在 88 名の子どもたちが元気に通っています。 
　先月はハロウィンイベントを開催しました。好きな時間に自分のペース
でハロウィンのマントを作りました。少しやり始めるとどんどんアイデア
が浮かんでくるようで、個性あふれる素敵なマントができました。 
　また、じゃんけん対決をしたり、おばけ探しゲームをクリアして、高学
年からシールをもらうイベントをしました。シールを集めて「トリックオ
アトリート」の合言葉でプレゼントをもらい、笑顔がたくさんの一か月と
なりました。 
　今回は高学年にじゃんけんの対戦相手やシール配りなどお手伝いをして
もらいました。張り切って取り組んでくれる高学年と、それを楽しむ低学
年。学童で大切にしている
異年齢の交流の素敵なシー
ンを見ることができ、これ
からもこの繋がりを大切に
していきたいと思いました。

タイトル作成
５年　安東嗣実さん
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