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◆障がい者週間～声かけサポートのお願い～
◆福祉フェスタ 2017 報告
◆こんな事でお困りの方は権利擁護センターへ

042(373) 5611

３ ◆福祉のしごと相談・面接会開催
面 ◆介護職場就業体験

042(373) 5612

４ ◆ｼﾘｰｽﾞ地域のネットワーク㉗
面 「馬引沢諏訪地域福祉推進委員会」

◆貸付制度のご案内

◆ご寄付の報告

◆各講座のご案内

『サロン活動助成金』

『ボランティア活動等振興助成金』

地域住民の居場所づくりへ！
地域の仲間の輪が広がります

多摩市民のボランティア活動へ！
助けあいの気持ちを応援☆

『

』
自治会などによる小地域活動へ！
地域コミュニティが活性化☆

広報活動へ！
最新の福祉情報をお届けします☆

地域ささえあい募金～歳末たすけあい運動～
毎年１２月に「共同募金活動」の一環として、地域の社会福祉協議会が中心となって実施しております。
多摩市内で寄せられた募金は「地域ささえあい募金」として、地域での安心・安全な暮らしを支えるため
の活動に活用されます。ご協力をよろしくお願い致します。
募 金 箱 設 置 福 祉 協 力 店（設置は 12 月 1 日から）
青木屋、東屋酒店、魚勇、NPO 法人多摩生活サ
ポートセンター、ＣＡＦＥ WAY、かんじ鍼灸院
ぐりーんぴーす工房、独楽寿司永山店、小山商
店、重田畳店、コーヒーショップ白樺、二木ゴ
ルフ多摩センター店、売店ひまわり、畑 de き
っちん、文具のタイコー、ポーラ化粧品、森沢
商店、由井歯科、遊夢、ゆめうさぎ
(順不同)

＜街頭募金スケジュール＞
１２/ １(金)

聖蹟桜ヶ丘駅 11 時～12 時
永山駅 15 時～16 時
☆今年もヴェルディくんが
聖蹟桜ケ丘駅まで応援にきてくれるよ！

１２/ ５(火)

☆落合中学校吹奏楽部によるダイナミックな
マーチングをお見逃しなく！

各設置店の募金箱には、お客様からの気持ちが
いっぱい詰まっています。

１２/ ６(水)

唐木田駅 8 時～9 時
永山駅 １０時～１１時

１２/11 (月)

永山駅 11 時 30 分～12 時 30 分
多摩センター駅 1４時～1５時

１２/13 (水)

多摩センター駅 ８時～９時
聖蹟桜ヶ丘駅 15 時～16 時

１２/15 (金)

落合商店街江戸や前 16 時～17 時

コーヒーショップ白樺

募金箱設置協力店募集！
募金箱設置にご協力して頂ける商店・企業を
募集しております。
設置につきましてはお問合せください。

多摩センター駅
16 時 30 分～17 時 30 分

☆東落合小学校 PTA の皆様にもご協力いただきます！

募金に関する問合せ

総務係

(373) 5611

タマボラ君にも
会える！？

(373) 5612

ふくしだより

平成２９年 11 月１５日

日常生活や外出先で困っている時、皆さんのひと声が安心につながります。
障がいにより困りごとは違いますので、どのような手助けが必要か聞くことで、
お互いの安心につながります。
ひとりで白杖を使って歩く人が、
駅のホームなどで
危ないと感じたら、
すぐに声かけをお願いします。

街で困っている、
耳の不自由な人がいたら
口の形がわかるように
伝えたり、書いてください。

（当事者の声）障がい者はみんな必死です。声をかけられた時、不愛想な態度をとることもありますがサポートをお願いします。

知ってください！「ヘルプカード」
障がいや疾病のある方が普段から身につけておき、いざというときに、
自分の情報や手助けをしてもらいたいことを周囲の人に伝えるカードです。
困っている人を見かけたら、積極的に声をかけ、記載内容に沿った支援を
お願いします。
◆問合せ

(356) 0307

(356) 1155

参加・協力団体

「福祉フェスタ 2017」報告
１０月１５日(日)、
「来て・見て・触れて感じる“ふくし”」をテーマ
に福祉フェスタ 2017 が開催されました。
雨にもかかわらず、多くの方々に来場いただき、体験コーナーやステ
ージ発表、模擬店など大盛況のうちに終了いたしました。
福祉バザーでは総額 275,410 円の売上があり、全て地域福祉活動に活
用いたします。福祉フェスタにご来場・ご協力いただいた皆様、参加・
ご協賛くださった皆様ありがとうございました。また、バザーへ物品を
寄付してくださった方々に心よりお礼申し上げます。

協賛団体

センター係

(順不同・敬称略)

株式会社 麻生徽章
株式会社 共同印刷所
株式会社 京王百貨店聖蹟桜ヶ丘店
株式会社 多摩ニュータウンサービス
株式会社 ユニカ マグレブ事業部
株式会社 リーブケア
生活協同組合パルシステム東京
西都ヤクルト販売株式会社
東京海上日動システムズ 株式会社
東京キリンビバレッジサービス株式会社
府中営業所
東京多摩グリーンロータリークラブ
東京多摩ロータリークラブ
トヨタ西東京カローラ株式会社 桜ヶ丘店
永山健康ランド竹取の湯
二木ゴルフ多摩センター店
文具のタイコー
小山商店
レクサス多摩

アートひまわり
エールの会
江戸芸かっぽれ「楽喜会」
ＮＰＯ法人 あいファーム 南野元気塾
ＮＰＯ法人 暉望 色えんぴつの家
ＮＰＯ法人 暉望 グループＴＯＭＯ
ＮＰＯ法人 シニアサポート多摩
ＮＰＯ法人 多摩草むらの会
ＮＰＯ法人 多摩生活サポートセンター
ＮＰＯ法人 どんぐりパン
ＮＰＯ法人 多摩市身体障害者福祉協会
売店ひまわり
大妻女子大学堀ゼミ
からきだ菖蒲館
唐木田薬局
ケーヨーデイツー唐木田店
国士舘大学
ココカラファイン薬局多摩センター店
こころの談話室
ＪＡ東京みなみ 多摩地区女性部
社会福祉法人 啓光福祉会 啓光えがお
社会福祉法人 時の会
ぐりーんぴーす工房
社会福祉法人 大和会 愛生苑
社会福祉法人 楽友会
障害年金サポート
自立ステーションつばさ
生活協同組合パルシステム東京
大正琴 琴遊会
多摩市災害復興支援ボランティアの会
多摩市視覚障がい者福祉協会
多摩市権利擁護センター
多摩市社会福祉協議会 諏訪支部
多摩市老人福祉センター
多摩市手話サークル「クローバー」
多摩市障害福祉ネットワークたまげんき
多摩市内社会福祉法人ネットワーク連絡会
多摩市乳がん啓発の会 SAKURA RIBBON

(順不同・敬称略)

多摩社会福祉士会
多摩市農産物即売推進協議会
多摩市福祉総務課
多摩市民生委員協議会
多摩消防署
多摩市立落合中学校吹奏楽部
多摩市老人クラブ連合会
多摩中央警察署
多摩ニュータウン環境組合
多摩白門会
多摩ボランティア・市民活動支援センター
多摩ボランティア・市民活動支援センター
登録団体等連絡会
男性ボランティア会議
地域活動支援センターあんど
東京医療学院大学
東京高専ジャグリング部
東京都行政書士会府中支部
東京都ボランティアリーダー会グループ
東京トヨペット株式会社
豊 3 オールディーズ
都立多摩桜の丘学園
フラダンス同好会
ハイビスカス／ア･ヌエヌエ
二幸産業・NSP グループ
にじいろの会
パソコンボランティア多摩
風船隊バルバル
福祉センター陶芸同好会（福陶会）
ふれあい多摩ケアセンター
ボランティア♪プロダクションいそぶえ
マジックエコー
マッサージレイス治療院
三方の森ふれんど
らいん
リフォームおはりばこ

物品をご寄付いただいた皆さま
ボランティアの皆さま

募集物品
開催日：平成３０年 ２ 月 21 日(水)～24 日(土)
午前 10 時～午後 3 時、総合福祉センターにて
第２弾の春の福祉バザーにおいても、バザーで販売する物品を募集しています。
ご家庭や事業所などで不用となっている未使用の贈答品、衣類、雑貨、食器類などが
ありましたら、ぜひご提供ください。
掘り出し物いっぱいの福祉バザーとなるよう、皆さまのご協力をお願いいたします。

高齢者・障がい者・ご家族様へ

※大型家具、電化製品、食品、化粧品はお受けできません。
※持ち込みが困難な場合は、受け取りに伺います。

◆問合せ 総務係

こんなことでお困りの方は…

●福祉サービスを利用したいけど、どうすればいいの？
●お金の使い方を一緒に考えてほしい。

食器・衣類・寝具・雑貨・靴・バッグ・帽子・タオル・
ハンカチ・介護用品・おもちゃ・傘・その他生活用品
（いずれも新品または未使用のもの）

(373) 5611

権利擁護センター

(373) 5612

へご相談ください

●郵便物や役所等の手続きを一緒に確認してほしい。

●『成年後見制度』ってどんな制度？ ●家庭裁判所に提出する書類を一緒に確認してほしい。

※相談無料。秘密は厳守致しますので、安心してご相談ください。

◆権利擁護センター

(373) 5677

(373) 5612

ふくしだより

平成２９年 11 月１５日

参加予定団体
介護・生活支援スタッフ、相談員や保育士など資格を活かした仕事
から資格・経験不問の仕事まで、多摩市内の福祉施設・事業所（高齢
・障がい・保育）で働ける求人があります。
求人の詳細は、11 月中旬頃から東京都福祉人材センターのホーム
ページで（http//www.tcsw.tvac.or.jp/jinzai/index.html）ご覧いた
だけます。また、相談のみの参加も可能です。
ぜひお気軽にお越しください。
参加費無料
▽日時 １１月２９日(水)午後 1 時 30 分～4 時
事前申込不要
（受付開始：午後 1 時、受付終了：午後 3 時 30 分） 入退場自由
▽場所 永山公民館ベルブホール
▽対象 多摩市内での福祉の仕事に関心のある方
▽内容 「相談・面接会」
各団体・施設の採用担当者に、仕事に関する疑問や求人の
詳細について直接質問することができます。

分野

高
齢
者

法人名

事業所名

(社福)桜ケ丘
社会事業協会
(社福)楽友会
(社福)東京すみれ会
(社福)大和会

特別養護老人ホーム桜ケ丘延寿ホー
ム 他
特別養護老人ホーム白楽荘
小規模多機能型ホームすみれ 他
特別養護老人ホーム和光園 他

(医療)珠光会

介護老人保健施設 聖の郷

(株)シルバーアシスト
(株)Live universe
(合同)敬愛倶楽部

ふれあい多摩ケアセンター 他
Live universe LIFE PROJECT
多摩敬愛
コラ ボたまワー クセンターつく し
他

(社福)正夢の会

3

「相談コーナー」
資格のことやボランティア活動など、福祉の仕事に関する
総合的な相談をお受けします。
資格・経験の無い方でもご相談いただけます。
▽主催 多摩市社会福祉協議会
東京都社会福祉協議会東京都福祉人材センター
▽共催 ハローワーク府中
▽申込 当日直接会場へお越しください（服装自由）
面接を希望する方は履歴書をご持参ください。
多摩市社協のホームページでもお知らせしています。
▽問合せ 総務係
(373) 5611
(373) 5612

職種
(正)(パ)介護職 他
(正)(パ)介護職
(正)(パ)介護職
(正)(パ)介護職
(正)(パ)介護職・
看護師
(パ)介護職
(パ)介護職
(正)(パ)介護職
(正)(パ)生活指導員

(社福)啓光福祉会

啓光えがお

(常)生活支援員
(パ)運転手

(NPO)多摩草むらの会

就労継続支援 B 型事業所 遊夢 他

(正)(パ)生活支援員

(NPO)コミュニティー
ネットワーク

コミュニティーネットワーク

(常)(パ)介護職

(NPO)どんぐりパン

空(そら) 他

(常)栄養士
(パ)相談支援員

(NPO)まくら木

まくら木

(正)(常)(パ)介護職

(社福)
日本心身障害児協会

島田療育センター

(正)(パ)介護福祉士・
保育士 他

(NPO)ハーモニー

放課後等デイサービスメロディ

(パ)指導員

アイラム(株)

キッズサポート多摩めぐみクラブ

(正)(パ)保育士

保

(株)ウィズチャイルド

ウィズチャイルド

(正)保育士・調理師
(パ)看護師

育

東京都認証保育所
みらい保育園

みらい保育園

(正)(常)保育士

(社福)すこやか会

のびのびっこ保育園

障
が
い
児
・
者

※(正)＝正職員

他

(パ)保育補助

(常)＝常勤職員 (パ)＝パート・非常勤職員

はじめの一歩！介護職場で就業体験しませんか！？
まずはお気軽にご相談ください
多摩市社協では、東京都社協の受託事業として、低所得世帯や障がい者・
介護を必要とする高齢者のいる世帯に無利子または低利で生活福祉資
金・教育支援資金・緊急小口資金等の貸付を行っています。
資金の種類

生活福祉資金
(福祉費)
教育支援資金
(学費)
緊急小口資金
総合支援資金
不動産担保型
生活資金

概 要

療養・出産・転居など、具体的な目的のための貸付

多摩市内の介護職場（以下の２か所）で、補助的業務（配膳・下膳・
洗濯・清掃など）の就業体験（１～３日間・１日あたり３～５時間）を
行うことができます。専門的な資格や経験を必要としない業務体験です
ので、都内在住で介護現場での就業に興味・関心のある方は、この機会
にご参加ください。
まずは、「福祉のしごと相談・面接会」にお越しください。
※当日、ご都合がつかずお越しになれない場合は、問合せ先
までご相談ください。

◆体験施設 ①社会福祉法人大和会 特別養護老人ホーム 和光園
②社会福祉法人楽友会 特別養護老人ホーム 白楽荘
◆問合せ先 東京都社会福祉協議会東京都福祉人材センター
人材対策推進室 ☎03 (6261) 3925

高校・大学等の入学金(就学支援費)
授業料などの貸付（教育支援費＊下表参照)
緊急的かつ一時的な生活費の貸付
就職活動中の世帯に対する生活費などの貸付
高齢者に対する、不動産を担保とした生活資金貸付

＊授業料などに必要な教育支援費について(貸付限度額)
高等学校
短期大学
高等
専修学校
専修学校
教育支援費
専門学校
(高等課程)
(専門課程)
月額上限額
35,000
60,000
60,000
特に必要な場合
52,500
90,000
90,000
※未払いである場合が対象になります。

★開催日時：平成３０年１月２７日(土)１１時～１５時３０分
★開催場所：ヴィータ・コミューネ１階さくら広場＆７・８階
大学
65,000
97,500

※資金交付まで 1 ヶ月半程度かかります。

※貸付にはそれぞれ要件があり、東京都社会福祉協議会の審査を経て決定されます。
詳細についてはお問合せください。
◆総務係
(373) 5622
(373) 5612

「第９回ボランティアまつり」へのご協賛を募集しています。
ご協賛いただいた金品は、同まつり内で活用させていただきます。
★申込書類
①多摩ボラセン窓口で配布
②多摩ボラセンホームページ
よりダウンロード
▽問合せ

多摩ボランティア・市民活動支援センター
(373) 6611
(373) 6629

ふくしだより
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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！
『子どもたちのために地域でできること』馬引沢・諏訪地域福祉推進委員会

☆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 9 月 1 日～平成 29 年 10 月 31 日)

馬引沢・諏訪地域福祉推進委員会では、今年度は「子どもに関して地域で出来
ること」をテーマに活動を行っています。
８月に発行した「ささえ愛(地域福祉推進委員会だより）」では、子どもに関わ
る地域の居場所として小・中学校をはじめ、保育園、幼稚園、放課後デイサービ
ス、学童保育、児童館などをマップにして紹介しました。地域内には、個人宅を
開放し、月に１回、2 ヶ月～1 才位の親子を対象に“わらべうたベビーマッサー
ジ”を行なっているサロン(ひまわりの会)もあります。毎回４～８組の親子が参
加し、たくさんの笑顔と暖かい雰囲気に溢れています。
学校や保育園などによる支援の他に、地域福祉
推進委員会では地域のさまざまな団体が連携し、
子どもに関する学習会や防犯も兼ねた夕暮れ時の
見守りウォーキング、学校と連携した地域の商店
街のウォークラリーイベントなどを企画・実施し
ています。
また、高齢化が進む地域ですが子育て世代や団体とのつながりを深めながら、
地域全体の活性化も含め、安心安全の地域づくりをめざして取り組んでいます。
▽問合せ まちづくり推進担当

（３７３）５６１６

順不同・敬称略 (単位：円)

一
般
寄
付

匿名（4 件）
連光寺本村自治会 日生住宅
峰岸 常夫
諏訪１丁目ハイツ住民自治会
Hitz 環境サービス株式会社 多摩支所
髙橋 より子
福祉センター陶芸同好会（福陶会）

115,000
3,000
5,083
479,235
15,000
50,000
2,000

愛
の
箱

アトリエ来夢（関戸２丁目）
コーヒーショップ白樺（貝取１丁目）
独楽寿司 永山店（乞田）
売店 ひまわり（関戸６丁目）
魚勇（落川）

4,437
509
1,162
1,454
81

指
定
寄
付
物
品
寄
付
合
計

◆小地域福祉活動の推進に
H. K
唐木田李久保自治会

3,600
10,000

◆ボランティア・市民活動の推進に
匿名
TIC 有志

1,000
2,600

峯岸 忠
のぼり旗 20 本
東京海上日動システムズ株式会社 非常食 929 食

9 月１日～10 月３1 日

平成２9 年度累計（４月１日～10 月３1 日）

694,161
1,314,873

※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。

（３７３）６６２９

平成 29 年度 生活支援員(登録型)募集

❤ 問合せ

総務係

(373) 5611

(373) 5612

認知症・障がいのある方などの預貯金の出し入れ、家賃や公共料金などの
支払い、郵便物・書類確認のお手伝いや見守りを行います。
【活動日時】平日午前８時３０分～午後５時の内１～２時間程度、
月 1 日～４日程度
【報
酬】１時間 １，０００円
（別途通勤費などとして 1 回の活動に３００円を支給）
【応募資格】２０才～おおむね７０才までの市内在住で、高齢者･障がい者に
対する福祉活動に理解と熱意を有し、心身ともに健康な方

多摩市社協の活動の情報を一元化して、福祉情報をわ
かりやすくお届けするために、メルマガ配信を始めました。
メルマガの配信は、毎月１５日を予定しております。

【事業説明会】日 時：１１月２９日(水) 午後２時～３時
会 場：総合福祉センター７階 ７０５会議室 (申込制)

配信を希望される方は、entry@tamashakyo.jp に、空
メールを送信してください。
携帯、スマートフォンの方は QR コードを
ご利用ください。

【申込・問合せ】権利擁護センター

問合せ：総務係

(373) 5677

日時・場所

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
ント登録説明会)

老人福祉センター

「囲碁大会」

対象・定員・費用

(373) 5611

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

対象 65 才以上で、多摩市介護
保険第１号被保険者の方

費用 無料

持ち物 筆記用具
介護保険被保険者証

12 月 18 日(月)
午後 1 時～午後 4 時 30 分
（０時 30 分受付）
総合福祉センター６階集会室

対象 市内に住所を有する 60 才
以上の方

内容 ８人１グループで
トーナメント方式

定員 24 人(申込先着順)

持ち物 上履き、
靴を入れるビニール袋

ワードで文書編集（初級） 1 月 9・12・19・23・

26・30 日、２月 2・9 日
（全 8 回）
午後２時～４時
1 月 11・15・18・22・
25・29 日、２月 1・5 日
（全 8 回）
午前 10 時～正午
1 月 10・17・20・24・
27・31 日、２月 3・7 日
（全 8 回）
午前 10 時～正午

定員 20 人(申込先着順)

費用 無料

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

11月22日(水)から電話または総合
福祉センター3階窓口
★センター係
(356) 0307
(356) 1155

申込方法11月15日(水)11月30日(木)の間に窓口もしくは往復はがき
窓口
①所定の申込用紙に記入(はがき持参)
往復はがき ※11月30日(木)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

定員 各コース 10 人
費用 各コース 1,600 円
場所 総合福祉センター７階
704 研修室

！

(373) 5612

内容・備考

①12 月 14 日(木)もしくは
②1 月 11 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
ンター内打合せコーナー

高
① （Ｃ－４）
齢
者
ワード経験者レベルアッ
パ
ソ ② プ（Ｄ－３）
コ
ン
エクセルで表計算（初級）
講 ③ （Ｅ－３）
座
あなたの思いが
地域を支えます！

(373) 5612

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

問合せ…総務係

(373) 5611

(373) 5612

(356)1155

