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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２ ・春の福祉バザー ・第 28 回春の発表会
面
・福祉協力店紹介

042(373)5611

042(373)5612

http://www.tamashakyo.jp/

・ｼﾘｰｽﾞ地域のネットワーク㉘

３ ・ボランティアまつり開催！
面 ・フードドライブ受付 ・生活支援員募集

４ ・市内社会福祉法人ﾈｯﾄﾜｰｸ連絡会
面
・ご寄付の報告

・有償活動協力員募集

・各講座のご案内

あけましておめでとうございます
いつも社協の事業に多大なるご支援を頂き心よりお礼申し上げます。本年も皆様との出会いを楽しみながら
「福祉のまち」の実現をめざして頑張って参ります。職員共々よろしくお願い申し上げます。
会長 伊藤 雅子

今回は新たな取り組みである、赤い羽根共同募金・地域ささえあい募金（歳末たすけあい運動）
の災害時対応型自動販売機を設置いただいた福祉協力店７店舗を紹介！！
※福祉協力店の一覧表は２面をご覧下さい。

設置場所…グリーンバレー唐木田駐車場
（唐木田菖蒲館近・1 月下旬設置予定）

(1 月下旬設置予定)

(1 月下旬設置予定)

福祉協力店になっていただける商店・企業等の皆さまのご連絡をお待ちしています！

現在、多摩市社協では、急な病気やケガでの通院や旅行などで、車いすが必
要な方に無料で一時的に貸出を行なっています。
このところ、利用者の増加で、車いすの不足により、ご希望に添えないこと
もあります。今後は“身近なところで車いすの貸出ができる仕組みづくり”を
計画しています。
そこで、“車いすの寄贈”のお願いと、社協の窓口で“車いす募金”
の受付を行い、車いすを各地域に随時配備していきます。
ぜひ、ご協力をお願いいたします。
※ご希望により、寄贈された車いすにお名前を入れさせていただきます。

★福祉協力店と車いすに関する問合せ・申込…総務係 ☎(373) 5611

福祉協力店とは
多摩市の“福祉のまちづくり”を支え、
皆さまの身近な所で地域福祉活動に協力
してくださる商店や企業等です。

協力内容
♥多摩市社協発行の機関紙等の設置
♦寄付金・共同募金箱の設置
♣赤い羽根共同募金仕様の災害対応型
自動販売機の設置【新規】
♠貸出用車椅子の設置【新規】
以上のうち、できる内容を選択いただき、
福祉協力店となっていただいています。

(373) 5612

ふくしだより

平成 30 年 1 月１５日

13 時 30 分～15 時 ３階多目的フロア

老人福祉センター・地域活動支援センター同好会の皆さんの
日頃の成果を披露します。

地域や社会に貢献された方と団体、また多額の寄付などにより地
域福祉の発展に寄与された方と団体を表彰します。また、地域で活
動されているフラダンスなどの団体による発表もあります。

★カラオケ同好会発表 ２月２１日(水)
★各種同好会発表 ２月２２日(木)・２３日(金)
大正琴・フラダンス・太極拳・三味線・コーラス・
フォークダンス・日本舞踊など

★和太鼓衆『雅武者』演奏 ２月２１日(水)

10 時～15 時

２月２１日(水)～２４日(土)

★総合福祉センター３階通路・アクアブルー３階・３階南側ペデ
模擬店・お弁当・肉まん・焼き菓子などの販売
バックやストールなどの手作り品の販売
リフレッシュマッサージなど
★３階多目的フロア 10 時～11 時 30 分（開場９時３０分）
バリアフリー映画上映会 料金：無料
「いつでも夢を」 主演 吉永小百合＆橋幸夫
※字幕付きでご覧いただけます。

書道・俳句・陶芸・油絵・手芸品など

★お茶会 ２月２１日(水)
※１月15日より前売り券を３階窓口で販売予定
(なくなり次第終了)

★陶芸品 ２月２１日(水) ～２４日(土)

その他、大正琴演奏や陶芸・書道など作品展も開催しています。
💛問合せ…総務係

☎(３７３)５６１１

(３７３)５６１２

💛問合せ…センター係
☎(３５６)０３０７

（３５６）１１５５

★募集物品
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・本・その他生活用品

（いずれも新品または未使用の物）
※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
☎(３７３)５６１１

(福祉バザーでの収益はすべて地域福祉のために活用させていただきます。)

(３７３)５６１２

♥ふくしだより・パンフレット類 ♦募金箱 ♣自動販売機 ♠車いす
地区
一
ノ
宮

店 名
有限会社 弥生園
医療法人社団鈴木会 多摩歯科医院
メンズサロン ラポール
デジタルプリントの写真屋 San
医療法人社団福志会 関戸達哉ｸﾘﾆｯｸ
アトリエ来夢
麻雀大学
文具のタイコー
ヘアーサロン ラポール
関
メンズサロン Ｋ＆Ｋ
戸
有限会社 小山酒店
coffee ChatBox
東京南農業協同組合 多摩支店
NPO 法人多摩市身体障害者福祉協会
売店ひまわり
ポロン
大田屋酒店
宮林商店
連
多摩みゆき幼稚園
光
有限会社 東屋酒店
寺
ハギワラ酒店
高西寺
桜ヶ丘
由井歯科医院
和田
日吉商店
東寺方
有限会社 森沢商店
あなたの思いが
地域を支えます！

協力内容
♥♦
♥♦
♥
♥♦
♥♦
♥♦
♥♦
♥♦
♥♦
♣
♥♦
♣
♥
♥♦
♥♣(1 月下旬)）
♥♦
♦
♦
♥♦
♥♦
♦♣(1 月下旬)）
♥♦
♥♦
♥♦

地区
貝
取
愛
宕

店 名
多摩興運株式会社
多摩エコ・ステーション
リハビリテーションたま有限会社
コーヒーショップ白樺
遊夢

協力内容

二木ゴルフ多摩センター店

♥♦

♥♦
♥♦
♥♦
♥♦

医療法人社団真潭会 新井歯科医院
株式会社システム企画
独楽寿司 永山店
増田米穀店
有限会社永山石油
株式会社ブックローバー佐伯書店
永 もえぎ
山 東京日産自動車販売株式会社
多摩ニュータウン店
有限会社ナチュランド本舗
かんじ鍼灸院
諏
有限会社 青木屋
訪
多摩市資源化センター
落 有限会社 宮福商店
川 魚勇
豊ヶ丘
緑宝園
乞
田

地区

落
合

♥♦♣
♥♦
♥♦
♥♦
♦
♥♦

鶴
牧

♥
♥♦
♥♦
♥♦
♦
♥♦
♣
♦

唐
木
田

店 名
杉崎とも江治療室
公益財団法人多摩市文化振興財団
（パルテノン多摩）
社会福祉法人時の会
ぐりーんぴーす工房
あまから亭
ライス・ステーション
NPO 法人多摩生活サポートセンター
特定非営利活動法人 麻の葉
ポーラ化粧品
畑ⅾe キッチン
重田畳店
株式会社大谷商店 多摩センター店
中沢鍼灸接骨院
キッチンティス
カフェ・ド・スール
cafe way
株式会社三菱東京 UFJ 銀行
多摩ビジネスセンター
ケーヨーデイツー唐木田店
株式会社エリア・ティ

♥♦
♥♦
♥
♥♦
♥♦
♥♠
♥♦
♥♦
♥♦♠
♥♦
♥♦
♥
♥
♥♦
♥
♥
♣(1 月下旬)

※平成２９年１２月末までに承認証を交わしたお店・事業所を
紹介しています。

多摩市の福祉協力店は平成２９年１２月３１日現在、７０店舗（市内お店・事業所６１カ所・コミセン９か所）
があり、長年にわたりふくしだよりや募金箱を置いていただき、ありがとうございます。

問合せ…総務係

！☎ (373) 5611

協力内容
♥♦

(373) 5612

ふくしだより

平成 30 年 1 月１５日

ヴィータ・コミューネ７階・８階、１階さくら広場（聖蹟桜ヶ丘駅前）
※翌日28日(日)は、
「地域ふれあいフォーラムＴＡＭＡ」を同会場にて開催。
ボランティア・市民活動の持つ魅力や可能性を幅広い世代の皆さんに発信します。ぜひご来場ください！
▼内容 ボランティア団体、企業、学校、福祉施設等による各種ボランティア体験、展示、発表、即売
◎ 特別企画①
「第７回多摩地域企業等情報交換の集い“つながる食”～社会貢献・ボランティア活動のシーズ
（Seeds）とニーズ（Needs）のお見合い～」
“こども食堂”“フードバンク”など、「食」を通じた地域の支え合いと、企業や学校、市民とが
つながり、自分たちにできること、協力できることなどを考えます。
◎ 特別企画その②
「自分にもできる！防災」
どなたでも、楽しみながら防災について学べます！イザというと
きに備えておきたいもの、情報なども、改めて確認しましょう！
▼後援

タマボラ君

多摩市、多摩市教育委員会

💛問合せ 多摩市社会福祉協議会多摩ボランティア・市民活動支援センター
☎(３７３) ６６１１

(３７３) ６６２９

http://www.tamavc.jp

ご家庭で余っている食品を持ち寄り、地域の福祉団体や施設などに提供する活動です。
ご家庭で余っている食品がありましたら、この機会にお持ちください。
※生鮮食品以外のお米・乾麺・缶詰・レトルトなど
※未開封で賞味期限が１ヶ月以上のもの
★フードドライブの窓口
・１月 27 日(土) 第９回ボランティアまつり
・１月 28 日(日) 第 13 回地域ふれあいフォーラム TAMA
【場所】ヴィータ７階 多摩ボランティア・市民活動支援センター
【時間】午前 11 時～午後 3 時 30 分
・２月 21 日(水)～23 日(金) 春の発表会
【場所】総合福祉センター７階 社会福祉協議会総務係
【時間】午前８時 30 分～午後５時
※総務係では、イベント開催に限らず平日は常に受付しています。 問合せ…総務係

・２月 24 日(土) 福祉大会
【場所】総合福祉センター３階
【時間】午前 10 時～午後 3 時

福祉バザー会場横

☎ (３７３)５６１１
(３７３)５６１２

平成 29 年度 生活支援員(登録型)募集
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
【事業説明会】日

時：2 月 13 日(火) 午前 10 時～11 時

会 場：総合福祉センター７階 ７０５会議室
【申込・問合せ】権利擁護センター

(373) 5677

(申込制)
(373) 5612

高齢や病気などにより日常生活でお困りの方を、地域の皆さまが協力員となって支え
合う、有償の助け合いの仕組みです。
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。
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。
問合せ：総務係 ☎(373) 5611

(373) 5612

♥あなたも協力員に登録しませんか！
市内及び近郊にお住まいの18歳以上の健康な方で福祉に理解のある方であれば、性別、
経験、資格は問いません。
活動は登録後、お住まいに近い地区の利用者から依頼があった際にご連絡いたします。
▽活動内容

掃除、買い物、通院介助、草取り、調理、掃除、衣替えなど

▽活動費 １時間700～1,000円(交通費は実費支給)
※詳細はお問合わせください。

♥協力員登録説明会
▽日時 平成30年1月30日(火) 午前10時～11時30分
▽場所 ベルブ永山 ４階視聴覚室
▽定員 48人(申込先着順)
💛問申込・問合せ…まちづくり推進担当 ☎ (３８９) ３３４４

(３７３) ６６２９

ふくしだより
地域の課題は地域で解決！
『防災の視点でまち歩き』 唐木田・中沢・山王下等地域福祉推進委員会
唐木田・中沢・山王下等地区は、住宅の他に、企業や大学、医療・福祉施設な
ども多くあることから、災害時に地域の資源とどうつながっていけるかを考えな
がらまち歩きを行いました。
当日は地域の方はもちろん、福祉施設や図書館の職員の方、大学の教職員・
学生、民生・児童委員にもご参加いただき、30 人ほどで唐木田駅前を出発し、
東京海上日動システムズ(株)やセブンイレブン多摩鶴牧 1 丁目店、落合浄水所を
回り、災害時におけるそれぞれの役割についてお話を伺いました。
その後、集会所に場所を移し参加者同士の意見交換が行われました。災害が
起こったという想定し地域を歩くと、
「坂の勾配や歩道の狭さを改めて感じ
た。」・「コンビニは、普段から子どもから高齢者までの見守りを行なっているこ
とを知った。」・「企業の取り組みを身近に感じることができた。」など沢山の意
見が出ました。

（３７３）６６２９

「地域と社会福祉法人がつながる！社会福祉法人の地域貢献活動！！
～地域の声きかせてください～」
社会福祉法人って？企業や NPO とどう違うの？「福祉のまちづくり」での社会福祉
法人の役割って？などについて、地域の一員として社会福祉法人が行う公益的な取り組
みを紹介しながら説明します！
地域づくりを共に行っていくためのヒントを一緒に考えませんか！
日時：２月 27 日(火)午後２時～４時 30 分（１時 40 分開場）
場所：関戸公民館ヴィータホール
定員：100 人（先着順。当日直接会場へ）
内容 ①基調講演：宮城孝氏（法政大学現代福祉学部教授）
②実践報告：「施設と地域が連携した災害時に備えた取り組み」
「施設が行う子育て支援の取り組み」
「施設と自治会が連携しただれでも食堂の取り組み」
③市内社会福祉法人活動紹介パネル展
主催：多摩市内社会福祉法人ネットワーク連絡会
問合せ：総務係 ☎ (373) 5611
(373) 5612

日時・場所

経験豊富な弁護士が実務を踏まえ、基
礎知識を分かりやすくお話します。

後見人懇談会
専門職からのお話しや情報交換
を行います。

(平成 29 年 11 月 1 日～平成 29 年 12 月 28 日)

一
般
寄
付

指
定
寄
付

物
品
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付
合
計

市内社会福祉法人ネットワーク連絡会事業

市民のための成年後見講座

あたたかいお気持ち・ご寄付の報告
☆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☆

愛
の
箱

今回のまち歩きでは地域の特性に合った防災
やまちづくりなど「地域でできること」を考え
るきっかけになったと同時に、日頃からの「人
と人」や、
「住民と地域にある施設や企業」が
つながることの重要性を再認識しました。
▽問合せ まちづくり推進担当 ☎（３７３）５６１６

平成３0 年 1 月１５日

対象・定員・費用

日時 2 月 3 日(土)
午前１０時～正午
場所 消費生活センター講座室
（ベルブ永山３階）

対象 市内在住の方

日時 2 月 3 日(土)
午後 2 時～4 時

対象 成年後見人等受任され
ている方、今後受任予定
の方

場所 消費生活センター講座室
（ベルブ永山３階）

定員 30 人(申込先着順)
費用 無料

順不同・敬称略 (単位：円)

匿名（3 件）
南義 聡
多摩美術家協会
リフォームおはりばこ
株式会社 鉄信
ゆりのき保育園
東京海上日動システムズ株式会社 社会貢献委員会
公益社団法人日野法人会
多摩市の明るい社会をつくる会
セブンスデー・アドベンチスト多摩永山キリスト協会
りすのき保育園
仲間・ダンスを楽しむ会

12,092
5,000
15,000
200,000
100,000
10,000
50,000
40,000
100,000
30,000
10,000
22,300

◆小地域福祉活動の推進に
14,536

ほっとネットしょうぶ（唐木田・中沢・山王下等地区地域福祉推進委員会）
◆ボランティア・市民活動の推進に
グリーンフラット入居者一同

14,428
5,437
940
460
1,296
2,922

連光寺志学サロン（連光寺２丁目）
杉崎とも江治療室 多摩センター店（落合１丁目）
(有)東屋酒店（連光寺６丁目）
デジタルプリントの写真屋 San (関戸 1 丁目）
アトリエ来夢（関戸 2 丁目）
ＮＰＯ法人多摩生活サポートセンター（落合４丁目）
高西寺（連光寺２丁目）

2,346
7,786

匿名 (2 件)
軍手 220 双、カレンダー15 部
東京海上日動システムズ株式会社 非常食・備蓄品多数
日本キリスト教団 永山教会
缶詰・麺類等食品多数
フードドライブ
食品など
5件
11 月１日～12 月 28 日

644,543
1,959,416

平成２9 年度累計（４月１日～12 月 28 日）

※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

☎(373) 5611

(373) 5612

社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
◆職種

専門員（地域福祉権利擁護事業）
相談支援専門員（障害者相談支援事業など）
生活支援相談員（生活福祉資金、貸付事業など）
運動指導員（水浴事業など）
◆採用日 平成３０年４月１日以降
※詳細は http://www.tamashakyo.jp/ に記載の
募集事項を参照
◎ 問合せ：総務係 ☎ (３７３)５６１１
(３７３)５６１２
内容・備考

申込・問合せ

内容 成年後見制度の基礎知識につい
て
※手話通訳・要約筆記有

1月23日(火) から電話・ＦＡＸ
、または 総合福祉センター７
階窓口

内容 成年後見人等の活動について

★権利擁護センター
（３７３）５６７７
（３７３）５６１２

定員 20 人(申込先着順)
費用 無料

「ふれあい・いきいきサロ
ン」の説明会
地域の誰もが気軽に立ち寄れる仲間
づくりと出会いの場です。地域の見
守りにもつながります。

ボランティアを始めて、
にゃんともＴＡＭＡるボラン
ティアポイントを集めよ
う！

日時 2 月 27 日(火)
午前 10 時～11 時 30 分
場所 永山公民館視聴覚室
（ベルブ永山 4 階）

対象 市内在住でサロンを始
めてみたい方、サロン活
動に興味・関心のある方

内容 サロンについての説明、
サロン活動の体験談など

1月23日(火)から前日までに電話
またはヴィータ7階窓口
★まちづくり推進担当
（３７３）５６１６
（３７３）６６２９

定員 20 人(申込先着順)
費用 無料

日時 ①2 月 8 日(木) もしくは
②3 月 8 日(木)

対象 65 才以上で多摩市介護
保険第１号被保険者の方

内容 にゃんともＴＡＭＡるボランティアポイントの概要説明と登録の

※①②共に午後２時～1 時間程度

定員 20 人(申込先着順)

※詳細は、多摩市ホームページ
http://www.city.tama.lg.jp/0000003049.html に掲載されています。

場所 多摩ボランティア・市民活
動支援センター内打合せコー
指定された市内の施設などでのボラ
ンティア活動でポイントを集めると、
ナー

費用 無料

そのポイントに応じた交付金を受け
られます。

持ち物 筆記用具、介護保険被保険者証

申込 ➀➁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

“ふくしだより”をご覧頂き、ありがとうございます。この“ふくしだより”は貴重なご意見等も参考にし、手づくりで編集させていただいております。
今後も“ふくしだより”へのご意見・ご要望などをお待ちしております。

❤ 総務係 ☎ (373) 5611

(373) 5612

