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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* あなたのまちの福祉祉協力店③
～諏訪・永山・豊ヶ丘地区～
* ご寄付の報告
* 各講座のご案内

西日本を中心とした大雨により被災された方々に、心よりお見舞い申し上げます。
多摩市社協で実施した義援金募金（7/10～8/27）で集まりました 1,276,112 円は、皆さまの温かい支援の心と共に中央共同募金会を通じて
被災地にお届けしました。一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

もし、多摩市で災害が起きてしまったら
多摩市社協では、被災者の一日でも早い生活復旧のため「災害ボランティアセンター」を設置し、
市民の皆さんからの支援要請に応えるため要望を聴いたり、全国から集まるボランティアさんを
必要な所に振り分けたり、実情に合った支援を行います。

あなたが出来ること
災害時のボランティア活動には、家財道具の片づけや泥のかき出し、避難所
での炊き出しなどを行うイメージが強いかもしれません。そうした復旧活動
の大きな力となるのが、地域で暮らす皆さんの地域力と情報提供なのです。
何処に何があり、誰と誰が住んでいるなどです。日ごろから地域活動や防災訓練などに参加し、
隣近所とのコミュニケーションを図り、いざという時には、声を掛け合って助けあいましょう。 被災地となった愛媛県西予市で活動された、国

あなたの“力”をお貸しください
多摩市社協では、災害ボランティアセンター協力ボランティア体験を毎年開催しています。
ぜひ災害時のボランティア活動を体験して、いざという時にはご協力ください。
回

１
２

３

日 時

内

10 月 4 日(木)
14：00～16：00

10 月 25 日(木)
13：30～16：30

11 月 25 日(日)
13：00～17：00

容

場

「災害時の困りごと(ニーズ)って何だろう！？」
～時間と共に変化する被災者のニーズと支援を知ろう！～

「災害ボランティアセンターの機能を知ろう！」
～被災者のニーズをしっかり支援に結びつける方法を学
ぶ！～

災害ボランティアセンター設置・運営訓練
～多摩市での水害を想定し、実際の災害ボラセンの動きを
体験！～

所

二幸産業・ＮＳＰ健幸福祉
プラザ(総合福祉センター)

７階研修室

会

場：

月

日(月)

被災状況の情報や休憩所の提供など、地域の方
だからこそ出来る協力体制が力を発揮していま
した。その取り組みが被災地で活動するボラン
ティアにとって大きな後押しとなり、支援活動
もはかどり大変助かりました。

二幸産業・ＮＳＰ健幸福祉
プラザ(総合福祉センター)

７階研修室
二幸産業・ＮＳＰ健幸福祉
プラザ(総合福祉センター)

３階多目的フロア他

＊詳細はＨＰhttp://www.tamavc.jp/をご覧ください。

開 催 日：

士舘大学の二宮氏に、被災された方と災害ボラ
センとのかかわりについてお話を伺いました。

国士舘大学生によるボランティア活動
☎

ゴルフを楽しんで
地域貢献しませんか

※雨天決行
（多摩市中沢 1-41-1）

定
員：１４４人（申込先着順）
参 加 費：5,000 円（チャリティ金、懇親会代など）
プレー費：21,000 円（昼食代、キャディー・乗用カート代、利用税込）
プレー方法：セミ・ショットガン方式による４ホール同時スタート
申込方法：１０月１日(月)午前９時より予約受付開始。まずはお電話
でお申し込みください。電話が難しい方は FAX でお送りください。

プレー終了後は
表彰式と懇親会を
行います！

地域ささえあい（歳末たすけあい運動）募金は、毎年１２月に
「共同募金活動」の一環とし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、
多摩市の地域住民の居場所づくり（サロン活動）や、ボランテ
ィア活動の振興のためなどに活用されます。

～ご協賛のお願い～
大会への協賛品・協賛金を皆さまにお願い
しております。
趣旨に賛同しご協賛いただける方は下記ま
でご連絡ください。
ご協賛いただきました方々は、大会当日及
び、ふくしだより（１月号）に掲載させてい
ただきます。

▼申込・問合せ：総務係 ☎（３７３）５６11

（３７３）５６１２

平成 30 年 9 月１５日

平成 30 年１０月２１日(日)１０時～１５時
二幸産業・NSP 健幸福祉プラザ（総合福祉センター）＆アクアブルー多摩にて
総合福祉センター３階 多目的フロア
♪

…

体験

総合福祉センター1 階 屋外ステージ
模擬店の出来たてあつあつの食べ物を
片手に、お楽しみください。

総合福祉センター＆アクアブルー多摩

★福祉車両展示 ★障がい者スポーツ体験 ★頭の体操
★福祉用具体験会 ★認知症チェック ★手品
★ぬり絵
★ミニ手話教室 ★マッサージ
★血圧測定 ★介護スイーツ試食会
★鉄道模型運転体験(参加費 100 円)
★各種相談会
スマホやタブレット、障がい年金、
くすりや健康、遺言や相続、終活など

販売 模擬店

ステージ発表

総合福祉センター＆アクアブルー多摩

★販売

バッグや洋服、クリスマスにちなんだ小物や手作り品、
雑貨など、多摩市の地採り野菜、お弁当、
焼き菓子、パン、コーヒー、お茶など

★模擬店

唐揚げ、ポテト、焼き鳥、
焼きそば、餃子、牛タンつくね、
かき串焼き、綿あめ、けんちん汁など

★キティちゃんと一緒に
写真が撮れるよ

★キーボード演奏
★ウクレレ演奏と合唱
★大正琴演奏
★よさこい多摩音頭の披露
＊出演時間など詳細は案内チラシや
ホームページなどでご確認ください。
＊キティの衣装は画像と異なる場合がございます。

福祉の仕事就活応援
セミナー 総合福祉センター
３階多目的フロア
～多摩で一緒に働こう！～
★就職応援セミナー 12 時～
福祉職場の現状・展望、自分に
合った福祉職場の見つけ方、就職
活動の進め方・心得などを講師の
先生がお伝えします！

①11 時～11 時 30 分
総合福祉センター 3 階ペデ
②13 時～13 時 30 分
総合福祉センター １階
屋外ステージ
13 時からはキティちゃんのほかに
タマボラ君、アクアン、たますけな
ども登場するよ。お楽しみに！
＊天候により時間などを変更する場合があります。

★福祉業界セミナー 12 時 45 分～13 時 30 分
高齢者・障がい者施設、保育園など福祉の最前線で働く職員から、
福祉職場の魅力・やりがいを伝えます。

★フリーに相談、体験コーナー 13 時 40 分～15 時

福祉バザー 総合福祉センター３階福祉機器展示コーナー
皆さまのご厚意で寄せられた日用品など、チャリティ販売をしま
す。バザーの売上は、全て多摩市の地域福祉のために役立てられ
ます。お買い物を通じて、福祉への応援をお願いします。

福祉バザーへの寄付物品のお願い
（いずれも未使用または新品のものをお願いします）
食器、寝具、雑貨、靴、バック、帽子、タオル、固形石鹸、ハン
カチ、介護用品、衣類、玩具（電池を使用しないもの）など
※家具、電化製品、食品、化粧品は受け付けしておりません。

★受付：１０月１７日(水)までに、下記窓口にお持ちください。
★窓口：①総務係 多摩市南野３-15-１

各法人の職員がそれぞれのブースで相談に応じます。
また、当日は福祉センター内施設を見学し、各種体験も行えます。
主催 多摩市内社会福祉法人ネットワーク連絡会

映画『さとにきたらええやん』上映
５階 視聴覚室 （上映時間 100 分）
★時間：①１０時３０分～１２時１０分（開場 10 時 10 分）
②１３時３０分～１５時１０分（開場 13 時 10 分）
★入場料：500 円（中学生以下、障がい者は無料）
日雇い労働者の街・釜ヶ崎で３８年間続く
子どもたちの集いの場「こどもの里」。
人情が色濃く残る街の人々の奮闘を描く、
涙と笑いあふれるドキュメンタリー映画。

二幸産業・ＮＳＰ健幸福祉プラザ（総合福祉センター）７階
平日…８時３０分～１７時
②センター係 多摩市南野３-15-１
二幸産業・ＮＳＰ健幸福祉プラザ（総合福祉センター）３階
平日と土曜日(第２土曜日を除)…８時３０分～１７時
＊窓口まで持ち込みが難しい場合は、
お問い合わせください。

合同スタンプラリー
からきだ菖蒲館まつり(10/14)、大妻多摩祭(10/20・21)、
たまかんフェスタ(10/21)、福祉フェスタ(10/21)の４会場のうち 2 つ以
上の会場でスタンプを押してもらうと参加賞がもらえるよ。
スタンプラリーの用紙は、各会場で開催日に配布(先着順)。
参加賞の交換は、10/21 の大妻多摩祭・たまかんフェスタ・福祉フェスタで(先着順)。

◆問合せ…総務係
🚈小田急線唐木田駅から徒歩 8 分
🚌小田急・京王・多摩モノレール多摩
センター駅から「日大三高」行きのバ
スにて「福祉センター」下車、もしく
は「鶴牧循環」にて「南鶴牧小学校」
下車、徒歩 5 分
🚌多摩市ミニバス｢東西線右循環｣、
｢総合福祉センター前｣下車すぐ
※お願い
公共交通機関を利用いただき、
近隣店舗への駐車および路上駐車は
おやめください。

～食で支えよう

(373)5611

みんなの笑顔～

【フードドライブとは…】
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 2 ヶ月以上のもの

(373)5612

平成 30 年 9 月１５日

毎年、菖蒲館まつり(唐木田コミセン）たまかんフェス
タ(多摩清掃工場）、福祉フェスタ(二幸産業・ＮＳＰ健
幸福祉プラザ）とで開催していたイベントが今年は大
妻多摩祭(大妻女子大学）が加わり、２週に渡って開催
されます。

年に１度の多摩清掃工場のお祭り。
年に１度の多摩清掃工場のお祭り。
清掃工場特別見学会では煙突登り、ごみの選別体験を
清掃工場特別見学会では高さ 100ｍある煙突の内
ご案内。楽しいステージや迷路、模擬店など盛りだく
部階段をあがったり、ごみの選別体験ができます。
さんのお祭りです。
楽しいステージイベントや迷路、模擬店など盛りだ
お誘い合わせのうえお越しください。
くさんのお祭りです。
お誘い合わせのうえお越しください。
日時：１０月２１日（日）
＊日時：１０月２１日
(日) 10 時～15 時
午前１０時～午後３時
＊場所：多摩清掃工場 (多摩市唐木田 2-1-1)
場所：多摩清掃工場
＊問合せ：多摩ニュータウン環境組合
多摩市唐木田
2-1-1
☎ (374) 6331
問合せ
(337) 5061
多摩ニュータウン環境組合

大妻女子大学
多摩キャンパス
今年のテーマは『駆け上がれ階段、駆け抜けろ多摩
フェス』です。多摩キャンパスの長い階段を駆け上
がるようにして、大妻多摩祭を端から端まで楽しん
でください！ 模擬店やミニゲーム、1 日目の打ち
上げ花火、2 日目のビンゴ大会など地域の方に楽し
んでいただけるイベントを多数ご用意しておりま
す。ぜひお立ち寄りください！
＊日時：10 月 20 日(土)10 時～17 時 30 分
21 日(日)10 時～16 時
＊場所：大妻女子大学 多摩キャンパス
(小田急唐木田駅徒歩 7 分）
＊問合せ：大妻女子大学
☎ (372) 9989
✉ owu_tamafes_2018
@yahoo.co.jp

唐木田コミュニティセンター

問い合わせ：大妻多摩祭実行委員会
owu_tamafes_2018@yahoo.co.jp

からきだ菖蒲館は今年も
まつりを開催します。
児童館、図書館と一体とな
って地域の皆様に楽しく
喜んでいただけるイベン
トを沢山用意しています。
ぜひお立ち寄りください。
＊問合せ：唐木田コミュニティセンター
(338)6333
(338)6334

今年も10月１日から12月31日まで「赤い羽根共同募金運動」が全国で一斉に行われ
ます。
この募金活動は、福祉の援助を必要とする人たちが、地域で安心して暮らせるように、
地域で活動している福祉団体・施設を支援するために行われます。
皆さまのご協力をお願いいたします。

チャリティお菓子の購入で募金
10/1(月)～11/30(金)まで販売
*チャリティお菓子取扱店…
・どんぐりパン(諏訪商店街)、
・ぐりーんぴーす工房(落合商店街)
・グループ TOMO(永山商店街)
♡販売金額５００円 (うち１００円が募金）
共同募金図書カード・クオカードの購入で募金
＊10月1日(月)から販売（なくなり次第終了）
＊販売場所（社協窓口）
・多摩市社会福祉協議会（二幸産業・NSP 健幸福祉プラザ３・７階）
・多摩ボランティア・市民活動支援センター（ヴィータ・コミューネ７階）
♡販売金額１,000 円（500 円分利用可能）
地区募金
自治会や住宅管理組合にご協力いただき、回覧などによる募金をお願いしています。
社協窓口や市内公共施設や、福祉協力店の赤い羽根共同募金箱に
街頭募金
日 時

10/1
(月)

街頭募金を手伝ってくださるボランティア募集（下記まで連絡下さい）
場 所
多摩センター駅

時 間
13 時 30 分～14 時 30 分

永山駅

15 時～16 時

聖蹟桜ヶ丘駅

16 時～17 時

10/3

唐木田駅

8 時～９時

（水）

永山駅

10 時～11 時

10/13
(土)

多摩センター駅

13 時 30 分～14 時 30 分 ＊キティの衣装は画像と異なる場合がございます。
※キティちゃん参加！
ココリア多摩センター前（雨天中止）
(13 時 30 分～14 時)

10/17
(水)

聖蹟桜ヶ丘駅

11 時～12 時
※ヴェルディ君参加！ (雨天中止)

赤い羽根共同募金地域配分(Ｂ配分)申請団体募集

(C)TOKYO VERDY

(C)TOKYO VERDY

地域共生社会を実現するために、寄せられた赤い羽根共同募金を市内福祉施設・団体へ
配分します。
▽対象団体 多摩市内に所在する児童厚生施設、保育施設、障がい者の就労および地域
生活支援を行う施設・団体など
▽募集要項・申請書類 多摩市社会福祉協議会の窓口で配布、または
多摩市社協 HP (http://www.tamashakyo.jp/）からダウンロード
▽提出期限 平成 30 年 11 月 9 日(金) 必着

平成 29 年度 赤い羽根共同募金ご報告
平成29年度は、市内の福祉団体・施設など９団体に858万
円が配分され、送迎車両の購入や園庭遊具の整備、特別浴槽
の設置などに使われました。ご協力ありがとうございました。 「ぐりーんぴーす工房」
に届いた送迎車両
♡ 申込・問合せ 東京都共同募金会多摩地区協力会
多摩市社会福祉協議会 法人管理課 総務係
(373)5611
市役所

(373)5612

平成３0 年 9 月１５日

～

・

・

～
☆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☆

「福祉のまちづくり」を応援してくださっている福祉協力店を紹介します。
地区

諏 訪

永 山

豊ヶ丘

協力店名

(平成 30 年 7 月 1 日～平成 30 年 8 月３1 日)

協力内容

かんじ鍼灸院
有限会社 青木屋
多摩市資源化センター
有限会社永山石油
株式会社ブックローバー佐伯書店
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
緑宝園

♥♦
♥♦
♥♦
♥♦
♦

有限会社 青木屋

一
般
寄
付

愛
の
箱

♥
♥♦
♦

かんじ鍼灸院

♥ふくしだより・パンフレット類 ♦募金箱 ♣自動販売機 ♠車イス

物
品
寄
付

福祉協力店とは…募金箱や広報紙を置いてくださったり、
自動販売機の設置や車イスの貸出を行う、地域福祉活動に
協力してくださる商店や企業です。
♠『車イス』
の貸出

♥多摩市社協の
♦多摩市社協の
『パンフレット類』 『愛の箱』

♣災害時対応型
『自動販売機』

10,707
5,000
5,201
4,301
8,450
592

(有)青木屋 （諏訪５丁目）
売店ひまわり （関戸６丁目 市役所内）
遊夢（多摩草むらの会） （貝取４丁目）
かんじ鍼灸院（諏訪５丁目）
ココカラファイン薬局多摩センター店（落合 1 丁目)
ハギワラ酒店（連光寺６丁目）
(有)永山石油（永山１丁目）
多摩市社会福祉協議会７Ｆ窓口（南野３丁目）

11,040
493
3,735
6,383
104
229
324
6,350

匿名
サラダオイル４本、そば・うどんセット×２
堀口 剛平
車いす 1 台
マイニチ wow'on
お菓子多数
7 月 1 日～8 月 31 日

合
計

▼問合せ＆
福祉協力店の受付
(373) 5611
(373) 5612

平成 30 年度累計 （４月１日～8 月 31 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・寄付の受付 総務係

福祉協力店による７月豪雨災害義援金の報告
甚大な被害を受けられた方に、心からのお見舞いを申し上げます。
福祉協力店にご協力をいただき、１ヶ月間募金箱を設置しました。皆様から寄せられ
た義援金９，９４１円は、中央共同募金会を通じて被災地にお届けいたしました。
温かいご支援とご協力ありがとうございました。

日時・場所

遺言書や任意後見制度
の公正証書作成に係る
相談会

順不同・敬称略 (単位：円)

峰岸 常夫
永渕 信幸
どろねーる
チャリティゴルフ大会参加者
イトーヨーカ堂多摩センター支部労働組合
"みんなで社長になろう"プロジェクト

(373) 5611

(373) 5612

配信希望の方は entry@tamashakyo.jp に
空メールを送信または、QR コードから！

対象・定員・費用

内容・持ち物、他

申込・問合せ
二幸産業・ＮＳＰ健幸福祉プラザ
７階窓口または電話・FAX

日時 10 月 2 日(火) ・3 日(水)
いずれも午後 2 時 40 分～5 時

対象 市内在住・在勤の方
定員 ８人(申込先着順)

内容 公証人による遺言書や任意後見
制度の個別相談会

場所 二幸産業・ＮＳＰ健幸福祉
プラザ（総合福祉センター）7 階

費用 無料

持ち物 相談内容に係る資料を持参

★権利擁護センター
（３７３）５６７７
（３７３）５６１２

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 ①10 月 11 日(木)または
②11 月 8 日(木)
①②共に午後 2 時から 1 時間程度

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 ボランティアポイントの概要説明
と登録のご案内

定員 20 人(申込先着順)

場所 多摩ボランティア・市民活動支
援センター内打ち合わせコーナ
ー

費用 無料

持ち物 筆記用具、介護保険被保険者
証

開催日より1ヶ月前から２日前ま
でにヴィータコミューネ７階窓口、
または電話・FAX

字幕付き映画会
上映作品：『かあちゃん』

日時 10 月 30 日(火) 午後 1 時 15 分上映開始 (上映時間 96 分) ※開場 午後 1 時

（2001 年カラー96 分）
主演：岸 恵子＆うじき つよし
監督：市川 崑

高齢者パソコン教室
①インターネット・メール
（Ｂ－３）
②パソコンでデジカメ写
真を整理・活用
（Ｆ－３）

詳細は多摩市ホームページ
http://www.city.tama.lg.jp/
0000003049.html に掲載

申込不要。直接会場へ

場所 二幸産業・ＮＳＰ健幸福祉プラザ（総合福祉センター）３階 多目的フロア
対象 どなたでも

定員 80 人

費用 無料

★センター係
（３５６）０３０７
（３５６）１１５５

※日本語字幕付なので聴覚に障がいのある方・聞こえにくい方も一緒に映画を楽しめます。
会場内で使える磁気ループの貸出しも行います。
開催日 ①11 月 1・5・8・12・15 日
②11 月 2・6・9・13・16 日
時間 午前 10 時～正午
場所 二幸産業・ＮＳＰ健幸福祉
プラザ（総合福祉センター）7 階
704 研修室

対象 多摩市に住所を有する
60 才以上の全日程参加
できる方
※パソコンの文字入力（漢字
変換）ができる方
定員 各コース 10 人(抽選)
費用 1,000 円

申込方法 9月15日(土)～9月29日(土)の間にいずれかの方法で申込
窓口‥二幸産業・ＮＳＰ健幸福祉プラザ（総合福祉センター）３階窓口で所
定の申込用紙に記入（はがき持参）
往復はがき※９月29日(土) (消印有効
往信面→①住所・氏名（ふりがな）②生年月日 ③年齢 ④電話番号
⑤希望コース ⑥希望コースの受講歴の有無
返信面→住所・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

①土曜年賀状コース

開催日 ①11 月 17・24 日、12 月 1・15 日（土曜日）
②11 月 15・22・29 日、12 月６日（木曜日）
対象 ①多摩市に住所を有する 18 才以上の障がいのある方（視覚障がいの方は除く）
②多摩市に住所を有する 18 才以上の視覚障がいのある方

②視覚障がい者年賀状コー
ス

時間 いずれも午後 1 時 30 分～3 時 30 分

障がい者陶芸教室

日時 11 月 19・26 日、12 月 3・10 日（月曜日） 午後 1 時～３時

干支の置物やオリジナルの
器の制作

場所 二幸産業・ＮＳＰ健幸福祉プラザ（総合福祉センター）2 階

障がい者パソコン教室

★ボランティア担当
（３７３）６６１１
（３７３）６６２９

定員 各 4 人(抽選)

（３５６）０３０７

（３５６）１１５５
10月17日(水)までに、二幸産業
・ＮＳＰ健幸福祉プラザ（総合福
祉センター）３階窓口または、
電話・FAX

費用 500 円（テキスト代）

場所 二幸産業・ＮＳＰ健幸福祉プラザ（総合福祉センター）7 階 704 研修室

対象 多摩市に住所を有する 18 才以上の障がいのある方
持ち物 筆記用具、エプロン

※作品渡し 12 月 17 日(月曜日)
陶芸室

定員 8 人(抽選)

費用 500 円（材料費）

★地域活動支援センターあんど
（３５６）０３０７
（３５６）１１５５

