この広報紙は、皆さまからの会員賛助金や地域ささえあい募金からの配分金などにより発行しています。
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・福祉フェスタ 2017 開催！
２
・たまかんフェスタ
面
・第 7 回からきだ菖蒲館まつり

042(373)5612

・赤い羽根共同募金がはじまります！
３
・赤い羽根共同募金地域配分申請団体募集
面
・社会福祉法人ガイドブックの発行

現地を調査
ニーズ受付

042(373)5611

４
面

http://www.tamashakyo.jp/

・ｼﾘｰｽﾞ地域のネットワーク㉖
「連光寺・聖ヶ丘地域福祉推進委員会」
・ご寄付の報告
・各講座のご案内

※

こんな活動があります

ボランティアの受付

どういう
状況で
しょうか？

遠くから皆さま
ご苦労さまです！

○ 人 くら いの お手 伝い
が必要ですね。
※現地調査では、被災者のニーズ・
被災状況の把握、他の地域活動団体
の状況などを把握します。

マッチング(1)※
※マッチングとは、被災者からの要望と
災害ボランティアセンターは、
ボランティア活動希望者を結び付け、活
社協職員だけでなく、地域をよく知る
動時のグループ作りを行うことです。
皆さまとともに運営します。
運営補助をしていただくボランティアの登録は、
マッチング(2)※
満１５才以上の市内在住在勤・在学の方であれば、
どなたでも登録することができます！！
※イラストでは赤い防災ベストですが、
多摩市ではオレンジ色になります。

お疲れ様
でした！

タマボラ君

ボランティア活動中！

この活動をして
いただける方は
いませんか？

ボランティアに資材を
渡し、送り出します。

活動を終えたボランティア
の報告を受けます。

イラスト：
社会福祉法人 熊本県社会福祉協議会熊本県ボランティアセンター提供

災害ボランティアセンター運営ボランティア体験の参加者募集中！
回

１

２

３

日

時

10 月 13 日(金)
14：00～16：00

10 月 27 日(金)
13：30～16：30

11 月 26 日(日)
13：00～17：00

内

容

講義「災害ボランティアセンターとは？」
講師：永吉英記(ながよしひでき)氏
（国士舘大学防災・救急救助総合研究所研究員）

場

所

総合福祉センター
７階研修室

演習「災害ボランティアセンター運営ゲーム」
総合福祉センター
講師：宮﨑賢哉氏(みやざきけんや)氏
７階研修室

（災害救援ボランティア推進委員会主任）

災害ボランティアセンター設置・運営訓練

総合福祉センター
３階多目的フロア他

災害ボラセンが
どんなものか、
知るだけでも、
いざという時に
役立ちます。

対象：満 15 才以上の市内在住、在勤、在学の方
定員：５０人 ※申込先着順（できるだけ全３回の参
加をお願いします。(難しい方はご相談ください）

●申込・問合せ ： 多摩ボランティアセンター・市民活動支援センター ボランティア担当 （３７３）６６１１

（３７３）６６２９

九州北部を中心とした大雨災害及び秋田県大雨災害への義援金の御礼とご報告
平成２９年７月の大雨により被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。多摩市社会福祉協議会では、募金箱の設置、街頭募金により義援金の
受付をいたしました。九州北部を中心とした大雨災害への義援金は中央共同募金会へ、秋田県大雨災害への義援金は秋田県共同募金会へ寄付させて
いただきました。 ご協力ありがとうございました。
募金総額 ◇九州北部を中心とした大雨災害義援金 ７月 11 日～８月 31 日 394,329 円
◇秋田県大雨災害義援金 ７月 28 日～８月 31 日 8,908 円
合計４０３，２３７円

ふくしだより

平成２９年９月１５日 

あたたかいお気持ち・ご寄付の報告

地域の課題は地域で解決！

『買い物お運びお手伝い！～連光寺・聖ヶ丘地域福祉推進委員会～』
「都立多摩桜の丘学園の生徒さんがご自宅まで買い物品をお届けしました！」
連光寺・聖ヶ丘地域福祉推進委員会では、平成 29 年６月 23 日・30 日に委
員会の学校連携グループと都立多摩桜の丘学園、ビッグ・エー(スーパー)と連携
して、買い物支援の取り組みを行いました。聖ヶ丘地域ではエレベーターのない
団地等で、スーパーで買ったものを運ぶのが大変という声があり、多摩桜の丘学
園高等部 1 年生 6 人が作業学習の一環として
聖ヶ丘２、３丁目周辺を対象に実施しました。
２日間で計 16 件の申し込みがあり、生徒さんか
らは、「人の助けになれて、自分の経験にもなって
楽しかった」「色々な経験が出来て成長できた」等
の感想がありました。
また、利用された方からは「お水は重たいので助かりま
した。」というお手紙をいただく場面もありました。
今回の取り組みをきっかけに、地域と学校、企業の連携
が深まり、生徒さんや先生と地域の方々との顔の繋がりが
できました。9 月からは月 2 回定例での取り組みを行って
いく予定になっており、様々なつながりを拡げていきたい
と思います。

☆多摩市内の地域福祉の推進(福祉のまちづくり)に役立たせていただきます☆
(平成 29 年 7 月 1 日～平成 29 年 8 月 31 日)

一
般
寄
付

愛
の
箱

匿名（1 件）
魚勇（落川）
由井歯科医院（桜ヶ丘４丁目）
青木屋（諏訪５丁目）
よろずや米店（貝取１丁目）
アトリエ来夢（関戸２丁目）
増田米穀店（乞田）
森沢商店（東寺方）
麻雀大学（関戸２丁目）
ライスステーション落合（落合４丁目）
(有)永山石油（永山１丁目）
萩原酒店（連光寺６丁目）
緑宝園（豊ヶ丘２丁目）
ポーラビューティ（落合１丁目）

【物品寄付】
匿名 (1 件)
東京海上日動システムズ㈱

市内10エリアで活動中の地域福祉推進委員会のパネルや広報紙を「ベルブ永山
談話コーナー」に展示します！是非ご覧ください！
展示日時：9月19日(火)～９月28日(木)の９時～22時
（21日(木)は休館日・最終日は正午まで）を予定
▽問合せ まちづくり推進担当 （３７３）５６１６ （３７３）６６２９

合
計

対象・定員・費用

にゃんともＴＡＭＡる
ボランティアポイント
(介護予防ボランティアポイ
ント)登録者向け説明会)

①10 月 12 日(木)もしくは
②11 月 9 日(木)
※①②共に午後 2 時から 1 時間程度
※毎月第 2 木曜日に実施
多摩ボランティア・市民活動支援セ
ンター打合せコーナーにて

対象 65 才以上で、多摩市介護保
第 1 号被保険者の方

遺言書や任意後見制度の
公正証書作成に係る相談
会

10 月 2 日(月)
午後 3 時～５時

対象 市内在住・在勤の方

（相談時間一人 30 分）

費用 無料

定員 20 人(申込先着順)
費用 無料

定員 4 人(申込先着順)

総合福祉センター7 階 705 会議室に
て

あんどねこ

障がい者パソコン年賀状
教室
①土曜日コース
②視覚障がい者コース

①11 月 4・18・25 日、12 月 2 日
（各土曜日・全４回）
②11 月 16・30 日、12 月 7・14 日
（各木曜日・全 4 回）
午後１時 30 分～3 時 30 分
総合福祉センター7 階７０４研修室にて

734
186
3,048
6,589
2,046
3,477
1,470
126
82
2,434
863
1,928
2,878
1,579

対象 高次脳機能障害のある方と
家族・関係機関・その他障がい
者支援に関心のある方
定員 80 人(申込先着順)
費用 無料
対象①市内に住所を有する 18
才以上の障がいのある方
（視覚障がいの方は除く）
②市内に住所を有する 18 才以
上の視覚障がいのある方

500

缶詰、麺類など食品多数
アルファ米白ご飯１３６個
７月１日～８月３１日

平成２9 年度累計（４月１日～８月３１日）

294,944
620,712

※寄付金のご協力のお願い
多摩市社会福祉協議会では、随時寄付金を受け付けております。寄付金は、福祉の
まちづくりのための財源として活用させていただきます。
社会福祉法人である社会福祉協議会への寄付は、法人税・所得税等の控除を受け
ることが出来ます。
住民の皆様、企業・事業所等の皆様のご協力をぜひお願いいたします。
❤問合せ 総務係

10 月 7 日(土)
講演会
「高次脳機能障害を知っ 午前 1 時 30 分～3 時 30 分
ていますか～心理的サポ 総合福祉センター７階研修室にて
ートとは～」

2,670
3,460
2,359
12,515
3,400
200,000
42,600

【指定寄付】
◆小地域福祉活動の推進に 匿名（1 件）

地域福祉推進委員会パネル展示のお知らせ！！

日時・場所

順不同・敬称略 (単位：円)

匿名 (2 件)
どろねーる
竹田 恭子
株式会社イトーヨーカドー労働組合多摩センター支部
みんなで社長になろう！プロジェクト
梅田 政夫
東京土建一般労働組合 多摩・稲城支部

 (373)5611

 (373)5612

内容・備考

申込・問合せ

内容 ボランティアポイントの
概要説明と登録のご案内

①②共に開催日より1カ月前から2
日前までに電話、FAXまたはヴィー
タ７階窓口
★ボランティア担当
（３７３）６６１１
（３７３）６６２９

持ち物 筆記用具、介護保険被保
険者証

内容 多摩公証役場の長久保守
夫公証人が遺言書や任意後見
制度に係る公正証書作成の個
別相談に応じます。

電話・FAXまたは総合福祉センター
7階窓口(９月22日(金)から受付)
★権利擁護センター
（３７３）５６７７
（３７３）５６１２

内容 当事者やご家族への心理
的支援の方法を考えます。

電話・FAXまたは総合福祉センター
3階窓口

費用 山口 加代子氏
（横浜市総合リハビリテーシ
ョンセンター臨床心理士）

★地域活動支援センターあんど
（３５６）０３０７
（３５６）１１５５

内容 年賀状作成

①10月11日(水)〆切
②10月18日(水)〆切
電話・FAXまたは総合福祉センター
3階窓口
★地域活動支援センターあんど
（３５６）０３０７
（３５６）１１５５

定員 各コース 4 人(申込多数の場
合は抽選)
費用 500 円（テキスト代）

総合福祉センター将棋大会
（福祉フェスタ 2017）

10 月 15 日(日)
正午～3 時

対象 小学生以上
定員 24 人(申込先着順)

プロ棋士を審判に迎え、世代を
超えて腕試しをしませんか。

総合福祉センター7 階７０４研修室にて

高齢者パソコン講座

①11 月 2・6・9・13・16 日
（全 5 回）
②11 月 1・４・8・15・18 日
（全 5 回）

対象 市内に住所を有する 60 才
以上で全日程参加できる方
※パソコンの文字入力（漢字変
換）ができる方

午前 10 時～正午

定員 各コース 10 人(申込多数
の場合は抽選)

①「インターネット・メール」
（Ｂ－３コース）
②「パソコンでデジカメ写真を
整理・活用」
（Ｆ－３コース）

総合福祉センター7 階７０４研修室にて

費用 無料

費用 1,000 円

内容 段級位により 3 グループ
に分かれて、トーナメント方
式で対局を行う

9 月 19 日(水)10 時より電話または
総合福祉センター３階窓口
★センター係
（３５６）０３０７
（３５６）１１５５

申込方法 9月15日(金)～9月30日(土)の間にいずれかの方法
窓口
①所定の申込用紙に記入(はがき持参)
往復はがき※９月30日㈯消印有効
往信面→①住所②氏名（ふりがな）③生年月日④年齢⑤電話番号⑥
希望コース⑦希望コースの受講歴の有無
返信面→①住所②氏名を記入の上、下記宛先に郵送
宛先 〒206-0032 多摩市南野3-15-1・3階センター係
★センター係 （３５６）０３０７

（３５６）１１５５

