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「どんぐり」
やまとさくら保育園・５歳児

http://www.tamashakyo.jp/

＊地域のお店や取り組み紹介
＊ご寄付の報告
＊７月豪雨災害義援金の報告

＊講座のご案内

多摩市で集められた募金は「みんなが安心して暮らせる地域」を目指し、地
域住民が行っている「ふれあい・いきいきサロン」「子ども・だれでも食堂」
「自治会・住宅管理組合等のふくし活動」などの福祉活動に活用されます。

感染予防のためお弁当の配布に
切り替え、つながりを絶やさな
いように活動を続けています。

地域住民が気軽に集い、話し合える居場所
～ふれあい・いきいきサロンの活動に～

地域のみんなで子どもを育み、温かく見守る
～子ども・だれでも食堂等の活動に～

※写真は昨年度の活動の様子です。

※今年は新型コロナウイルス感染症拡大防止の
観点から、街頭での募金活動は行いません

★自治会・住宅管理組合等を通して募金
★コミュニティセンターや身近な福祉協力店に設置する募金箱へ
★多 摩市社協窓口へ（二幸産業 ･NSP 健幸福祉プラザ３・７階、
ヴィータ・コミューネ７階）
★チャリティお菓子を購入して募金
お菓子セット販売額500円のうち100円が募金額になります
［チャリティお菓子取扱店］
きっちん空（貝取商店街）
ぐりーんぴーす工房（落合商店街）
グループＴＯＭＯ（永山商店街）
★下記の口座への振込による募金（振込手数料がかかります）
金融機関・支店名：三菱UFJ銀行 多摩支店
種別・口座番号：普通 ４６０４６４９
口座名義：歳末 多摩市社会福祉協議会

▶問合せ：総務係

☎(３７３)５６１１

(３７３)５６１２

自治会で結成した“クリーン隊”が、
簡単な修理などのちょっとした生活
の困りごとを手伝っています。

困ったときはお互いさまで助け合おう

～自治会・住宅管理組合等によるご近所ふくし活動に～
令和元年度は、総額1,586,047円の募金をお寄せいただき、
ありがとうございました。
地域住民の“ささえあい”と“たすけあい”活動がより広
がりました。
今年も皆さまの温かいご協力をお待ちしています！

２ 令和２年11月15日

｢ 健幸つながるひろば とよよん」は、９月１日に豊ヶ丘・貝取
団地の商店街の中に新たにオープンした地域のコミュニティスペ
ースです。
（豊ヶ丘団地4－2－5棟下)
多摩市社協は、社会福祉法人楽友会と連携して、このコミュニ
ティスペースの住民主体による運営を支援します。また、
「とよ
よん」では、暮らしのちょっとした困りごとに関する出張相談
や、地域活動や健幸に関する情報の紹介、多世代が参加できるイ
ベントや企画を開催していきます。
コミュニティスペースの運営は、皆さんの意見やアイデアを取
り入れながら一緒に進めていきたいと考えています。
「地域の強
み」を活かしつつ、地域のつながり・コミュニティ活性化に取り
組み、安全安心のまちづくりを目指していきます。

▶開館時間
月・水・金 午前10時～午後３時（祝日を除く）
▶ ：https://kenkou-tsunagaruhiroba.localinfo.jp/
今後のスケジュールや「とよよん」からのお知らせを掲載して
います。また、LINE でも情報を発信しますので、ぜひ下の QR コ
ードよりご登録ください。

コミュニティスペース「健幸つながるひ
ろば とよよん」では、
“こんなことやり
たい”など地域の皆さんのアイデアや、
一緒に運営に協力いただける方を募集し
ています‼
ランタンづくりのイベントでは
子どもたちもたくさん参加してくれました♥

▶問合せ：まちづくり推進担当
☎ (３７３)５６１６

災害ボランティアセンターの
相互協力に関する協定を結びました

▲

問合せ

ボランティア担当

☎（ 3 7 3 ）6 6 1 1

（ 3 7 3 ）6 6 2 9

新型コロナウイルス感染症の影響による
休業や失業における特例貸付の期間延長について
新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、収入減少があった
世帯を対象に、緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付を実施しています
が、申請期間が12月末まで延長になりました。 原則、電話による相談となり
ます。貸付の基準要件や申請に必要な書類などについては下記へ電話で問い
合わせください。

▲

総務係（貸付担当）
受付：平日の午前９時～午後５時
☎（ 3 7 3 ）5 6 2 2
（ 3 7 3 ）5 6 1 2

あなたの思いが
地域を支えます！

社会福祉法人

（視覚障がい者ガイドヘルパー）
【活動内容】多摩市内および周辺での視覚障がい者の移動支
援および外出先での情報支援など
【活動時間】午前６時～午後10時の間で可能な時間
【応募資格】同行援護従業者養成研修
（一般課程）を修了した方
【募集期間】随時
※資 格取得のための養成研修や報酬な
ど、詳細についてはお気軽にお問い
合わせください

申込・問合せ センター係
☎ (３７３)５７９１
(３７３)５７９２

多摩市社会福祉協議会 職員募集
職

種

①地域活動支援センター

ケアワーカー（嘱託）

②地域活動支援センター

通所入浴介護員（臨時職員）

【募集期間】採用決定者が募集人数に達するまで
【採 用 日】①令和３年４月１日以降
②即時
※詳細は多摩社協HPに記載の募集要
項を参照
11 月 18 日㈬の福祉のしごと相談・
面接会でも担当者に直接問い合わ
せが可能です。

問合せ

▲

問合せ

同行援護従事者募集！

▼

｢ 災害ボランティアセンター」は、大規模な地震や風水害にみまわれた際
に、全国から支援に駆けつけていただけるボランティアを、被災者のニーズ
に応じて振り分け、派遣する役割を持つ組織です。
昨年 10 月の台風 19 号の時には、八王子市で浅川の増水による家屋への浸
水が多数発生し八王子市社協が災害ボランティアセンターを設置、町田・日
野・多摩・稲城市の社協も応援職員を派遣しました。
多摩市でも、台風や集中豪雨などの発
生に伴う風水害を警戒し避難勧告や避難
指示が出されるケースが出てきており、
八王子・町田 ・日野・多摩・稲城の南多
摩５市はこの度、いざというときに災害
ボランティアセンターの運営を相互に協
力し合う協定を結びました。
［協定の主な内容］
①災害情報の共有
②職員の相互派遣
町田市社協小野会長と多摩市社協伊藤会長
③資機材の提供・貸与
④市境でのボランティアの相互派遣の協力
今回の協定で体制の強化が図られたことにより、災害が起きた場合に「災
害からの迅速な復旧と被災者への支援」が行えるようになりました。

(３７３)６６２９

総務係

☎（ 3 7 3 ）5 6 1 1
（ 3 7 3 ）5 6 1 2

♥問合せ…総務係

多摩市社会福祉協議会 会員募集中！☎（373）5611

（373）5612

令和２年11月15日 ３

写真加工デザイン：渡辺正紘

参加団体一覧

（順不同・敬称略）

アマゾンデータサービスジャパン㈱AWS InCommunities／㈱ヴァリアント／大妻女子大学／グラフィックアート・イオル／恵泉女学園大学／国士舘大学 防災・救
急救助総合研究所／生活協同組合パルシステム東京／ 祥鶴／しごと・くらしサポートステーション／西都ヤクルト販売㈱／多摩大学／東京ヴェルディ㈱／東京海
上日動システムズ㈱／東京キリンビバレッジサービス㈱／㈱としまフューネス／トヨタモビリティ東京㈱／トヨタ西東京カローラ㈱／ どんぐりパン／ 日本心身
障害児協会 島田療育センター／二幸産業・NSPグループ／ フードバンクTAMA／明治安田生命保険 ／ 楽友会／多摩市／ 多摩市社会福祉協議会

ゆるたまネットとは…

多摩市内を中心にボランティア活動や地域・社会貢献活動に取り組んでいる、あるいは取り組もうとしている企業・大学・団体等で構成されたネットワーク
です。事務局を多摩市社協（多摩ボランティア・市民活動支援センター）に置いています。

すでに始まる地域貢献。ゆるたまネットに参加しませんか。

地域で活動されている方から聞かれる主な悩みごとは、
『ヒト』
『モノ』
『コト』
『カネ』
『場所』に関することがほとんどです。
地域(応援がほしい)と企業・団体等(応援したい)がつながり、協力し、共に学び合いながら支え合いの輪を広げていきたいと考えています。

★例えばこんな取り組みがすでに行われています
できる時に、できることを
無理なく負担なく
活動することができます

場所

ヒト
子ども食堂などの
お弁当配達の協力

スペースの提供

カネ

資金的支援の実施

コト

モノ

健康講座の開催

食材・食品の寄付

ゆるたまネットへの参加で、一緒に活動できる仲間との出会いや新たな発見、組織の知名度・信頼度UPといった可能性が広がります。
今後さらに地域貢献活動のネットワークが広がるよう、多くのご参加をお待ちしております。
※全体会を開催するほか、会員のメーリングリストなどを活用し意見を伺いながら、学習会や情報交換会などを行っていきます。
▶申込・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
http://www.tamavc.jp/company/index.html

多摩市社協メルマガ配信
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!

～私たちも地域福祉を応援しています～

軽費老人ホーム偕楽荘

☆★見学受付中★☆
多摩の町並みを見渡す高台にある自立施設です
☆東京都にお住まいの60歳以上の方
☆日常生活が自立されている方

ふくしだよりデイジー版

目の不自由な方へふくしだよりを音
訳 し た CD
（ふくしだよりデイジー
版）
を発行しています。
♥問合せ 総務係

☎（ 3 7 3 ）5 6 1 1

☆収入が月額10万5千～32万円程度の方
☆保証人2名をたてられる方

まずはお気軽にお問い合わせください!
〒206-0042 東京都多摩市山王下1-18-2
℡042-374-4649㈹ ＦＡＸ042-371-1562
ホームページ https://www.rakuyuukai.com

社会福祉法人 楽友会

全室個室
入居一時
金不要。

高齢者福祉のことなら
なんでもお気軽にご相談ください
◆特別養護老人ホーム白楽荘（ショート併設）
◆軽費老人ホーム偕楽荘
◆白楽荘デイサービスセンター えがお・ほのぼの
◆白楽荘居宅・訪問介護支援事業所
◆白楽荘居宅介護支援事業所とよがおか
◆多摩市多摩センター地域包括支援センター
◆ほのぼの堀之内（認知症対応型デイサービス）
◆八王子市高齢者あんしん相談センター由木東

社会福祉法人

楽友会

〒206-0042 東京都多摩市山王下1-18-2
℡042-374-4649㈹
ホームページ https://www.rakuyuukai.com
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地域のお店や取り組み紹介
～あなたのまちの福祉協力店～

5,205
30,000
3,000
3,272
73,430
51,000

かんじ鍼灸接骨院（諏訪４丁目）
青木屋（諏訪４丁目）
ひじり館（聖ヶ丘２丁目）
コーヒーショップ白樺（貝取１丁目）
多摩市社協 ヴィータ窓口（関戸４丁目）
多摩市役所内 売店ひまわり（関戸６丁目）

12,748
7,131
193
2,077
420
1,732

◆地域活動支援センターあんどに
匿名

30,000

その他

イトーヨーカドー労働組合 多摩センター支部
相澤 良夫
王 辰宇
視覚障がい者マッサージ友の会
高須 芳彦
匿名（２件）

愛の箱

ひとりでは外出が困難な方が、いきいきと元気に生活でき
るような福祉のまちづくりを目指して、移動支援サービス等
を行っている事業所です。
今回、福祉協力店として、地域の皆さまへ貸出をする車い
すを事業所内に設置していただきました。

一般寄 付

NPO法人ハンディキャブゆづり葉（愛宕４丁目）

★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★
順不同・敬称略 （単位：円）
（令和２年８月１日～９月30日）

物品寄付

総務係
（３７３）５６１１

合計

▶問合せ

（３７３）５６１２

先の令和２年度７月豪雨災害により被害に遭われた皆さま
に謹んでお見舞い申し上げます。多摩市社協では、被災され
た方々の支援を目的に９月 30 日まで募金活動を行い、皆さま
からのご協力により多くの募金を集めることができました。
ありがとうございました。
▲

問合せ

295,995円（中央共同募金会へ送金）

総務係
（３７３）５６１１

講座のご案内

（３７３）５６１２

無料招待チケット500枚
マスク500枚
切手48,633円分
はがき9,732円分、切手94,112円分
手作りマスク136枚
水性マッキー100本＆ドットシール多数、はがき8,710円分、
布マスク50枚、ラミネーターフィルム２袋

８月１日～９月30日

1,186,321

（３７３）５６１２

マイニチWOW'ON
お菓子多数
明治安田生命保険相互会社 多摩ニュータウン営業所
お菓子多数、インスタントラーメン、パックご飯、
カップみそ汁、栄養補助食品 他多数
佐藤 毬子
カップ麺、そうめん他
秋元 菊江
甘露煮、缶詰、そうめん他
渕上 元智
米、ジュース、コーヒー、缶詰他
匿名（４件）
アルファ米、餅、レトルト(ミートソース・カレーなど)、
缶詰(鯖、コンビーフ、トマトなど)、うどん、お菓子類、
調味料(醤油・ソース・マヨネーズなど)その他多数(※食品名は一部省略）

フードドライブの問合せ・食品寄付の受付
ボランティア担当 （３７３）６６１１

（３７３）６６２９

※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。

日時・場所

はじめてのボランティア
ポイント説明会

日時 12月10日㈭または１月14日
㈭午後２時から１時間程度
場所 ヴィータ・コミューネ７階
（多摩ボランティア・市民活動支
（にゃんともTAMAる
ボランティアポイント） 援センター）

対象・定員・費用

内容・備考

申込・問合せ

対象 65 才以上で、多摩市介護保
険第１号被保険者の方
定員 10人（申込先着順）
費用 無料

内容 ボランティアポイントの概要
説明と登録のご案内
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
★ボランティア担当

詳細は多摩市HP
（http://www.city.tama.lg.jp/0000003049.html）
に掲載

NPO・ボランティア・
市民活動個別相談会

220,208

2020年度累計（令和２年４月１日～９月30日）

寄付金に関するお問い合わせ・寄付の受付
総務係 （３７３）５６１１
フードドライブ

令和２年度７月豪雨災害義援金へのご協力
ありがとうございました

義援金額合計

木下サーカス株式会社
マイニチWOW'ON
長谷 有里子
高須 芳彦
リフォームおはりばこ
匿名（４件）


日時 12 月９日㈬または１月 13 日
㈬ ① 午 前 10 時 ～ ② 午 前 11 時 ～
（各50分）
場所 ヴィータ・コミューネ７階
（多摩ボランティア・市民活動支
援センター）

対象 既に活動している NPO 法人
内容 NPO 設立・運営に関する相
や NPO 団体、ボランティア団体、 談、会計などに関する相談など
これから団体の設立を予定してい 相談員：内藤 純 氏
る方など
（公認会計士・税理士・CFP）
定員 ①②各１組（申込先着順）
費用 無料

（３７３）６６１１
（３７３）６６２９
開催日１週間前までにヴィータ・
コミューネ７階窓口または電話・
FAX
★ボランティア担当
（３７３）６６１１
（３７３）６６２９

詳細は多摩ボラセンHP
（http://www.tamavc.jp/）
に掲載

親なきあと個別相談

日時 １月 20 日・２月 17 日 各水
曜日 ①午後１時～②午後２時～
（各枠45分程度）
場所 二幸産業・NSP健幸福祉プラ
ザ３階

対象 多摩市に住所を有する障がい
のある方とご家族
定員 ①②各１家族（申込先着順）
費用 無料

内容 障がいのある子の親なきあと
の生活、制度や福祉サービスなど
の相談に応じます。
相談員：渡部 伸 氏
（行政書士・社会保険労務士）

二幸産業・ NSP 健幸福祉プラザ３
階窓口または電話・ FAX
★地域活動支援センターあんど

日時 １月 16 日～２月６日（土曜
日・全４回）午後１時30分～３時
30分
場所 二幸産業・NSP健幸福祉プラ
ザ７階704研修室

対象 多摩市に住所を有する18才以
上で障がいのある方（視覚障がい
の方は除く）
定員 ４人（抽選）
費用 500円（テキスト代）

内容 エクセルを使ったカレンダー
の作り方
持ち物 筆記用具

12 月 23 日 ㈬ ま で に 二 幸 産 業 ・
NSP 健幸福祉プラザ３階窓口また
は電話・ FAX
★地域活動支援センターあんど

視覚障がい者パソコン
教室

日時 １月 28 日～２月 25 日（２月
11日をのぞく木曜日・全４回）
午後１時30分～３時30分
場所 二幸産業・NSP健幸福祉プラ
ザ７階704研修室

対象 多摩市に住所を有する18才以
上で視覚障がいのある方
定員 ４人（抽選）
費用 500円（テキスト代）

内容 ネットリーダーの使いかた

高齢者パソコン教室

日時 ①１月５日～29日（火・金曜
日・全８回）
②１月 13 日～２月３日（水・土曜
日・全７回）
③１月18日～２月15日（月・木曜
日・全８回）
①②③ともに午前10時～正午
場所 二幸産業・NSP健幸福祉プラ
ザ７階704研修室

対象 多摩市に住所を有する60才以
上で、
①ワード経験者の方
②エクセル（表計算）経験者
③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 ①③1,600円②1,400円

11月30日㈪までに、いずれかの方法で申込
窓口：返信用はがきを持参し、二幸産業・NSP健幸福祉プラザ３階窓口
で所定の申込用紙に記入
往復はがき※11月30日㈪消印有効
往信裏面→⑴住所 ⑵氏名（ふりがな） ⑶生年月日 ⑷電話番号
⑸希望コース名
返信宛名面→住所・氏名を記入の上、下記に郵送
※はがきは１コース申込ごとに１枚必要
〒206-0032 多摩市南野３-15-１ ３階センター係
（３５６）０３０７
（３５６）１１５５

障がい者パソコン教室

（土曜エクセルコース）

（ネットリーダーコース）

①ワード経験者レベルアップ
②エクセル経験者レベルアップ
③ワードで文字編集（初級）

（３５６）０３０７
（３５６）１１５５

（３５６）０３０７
（３５６）１１５５

持ち物 筆記用具

●新 型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、掲載しているイベント等をやむなく中止もしくは延期させていただく場合があります。
決まり次第、ホームページやメルマガにてお知らせいたしますので、ご確認のうえご参加いただきますようお願いいたします。

