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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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８面

＊令和２年度福祉大会
＊東日本大震災から10年～多摩市
社協の取組

６・７面

＊会員賛助金の報告
＊赤い羽根共同募金・地域ささえ
あい募金の御礼

☎ 042（373）5611

４・５面

２・３面

〒206－0032 多摩市南野 3 －15－ 1

＊ご近所ふくし応援助成金・福祉団体補助金のご案内
＊令和３年度寿大学 受講者募集
＊チャリティゴルフ大会参加者募集

多摩市社会福祉協議会

＊ご寄付の報告
＊講座のご案内

会員募集

～あなたの“思い”が地域を支えます～
多摩市社会福祉協議会は、地域の相談に応じ、行政や福祉、医療・保健関係者、地域の皆さまと連携・協力しながら、
だれもが安心して暮らせる「福祉のまちづくり」の実現を目指して活動しています。
さまざまな福祉活動を進めていくため、皆さまからの「会員賛助金」によるご支援をお願いします。

会員として「福祉のまちづくり」を
一緒に応援してください！

サロン ひまわりの会

昔あそびボランティア講座

地域の居場所づくりに

ふれあい・いきいきサロン活動の支援

地域での支えあいの
仕組みづくりに

ボランティア活動などに

たすけあい有償活動

◦ボランティアの派遣
◦災害ボランティアセンターの設置
◦ボランティア講座

皆さまからの
連光寺・聖ヶ丘地域福祉推進委員会 Zoom講座

「会員賛助金」で
支えられています

地域の福祉活動に

福祉情報の提供に

◦地域福祉推進委員会活動
◦
地域福祉推進委員会活動

◦ふくしなんでも相談など（相談会の開催）
◦ふくしなんでも相談など（相談会の開催）
◦ふくしだよりなどの広報紙の発行
◦
ふくしだよりなどの広報紙の発行
◦多摩市社協ホームページの更新
◦
多摩市社協ホームページの更新

自治会・住宅管理組合が行う
福祉活動の支援（助成事業）
会員とは…

多摩市社協の活動に賛同し、財政面で支える個人および団体です。
皆さまからの支えは、地域福祉の充実に欠かせない貴重な財源となります。

会員加入の方法

会員の種類と賛助金額

■多摩市社協窓口にて
■地域のご協力自治会・住宅管理組合や各団体を通して
■専用の郵便振込用紙（手数料無料）を使って
■多摩市社協理事・評議員・活動協力員などを通して

▶申込・問合せ

総務係

❶ 個人会員：年額
❷ 団体会員：年額
❸ 特別会員：年額

500円以上
3,000円以上
10,000円以上

※納付いただいた賛助金は所得税・住民税・法人税（多摩市）の
寄付金控除の対象になります。

（373）5611

（373）5612

２ 令和３年３月15日

会員賛助金の報告

今年度は3,701,300円（令和３年２月26日現在）納入いただきました。
多くのみなさまに賛同いただき、誠にありがとうございました。
▼

問合せ

自治会・管理組合

総務係

（373）5612

☎（373）5611

会員加入一覧（敬称略・順不同）

一ノ宮自治会
桜ヶ丘一ノ宮自治会
関戸自治会
ザ・スクエア管理組合（住宅部分）
連光寺向ノ岡自治会
連光寺本村自治会
みどり会自治会
連光寺東部自治会
聖ヶ丘二丁目自治会
聖ヶ丘３丁目南町会
聖ヶ丘四丁目町会
聖ヶ丘４丁目南自治会
エステート聖ヶ丘－２－東団地管理組合
エステート聖ヶ丘－２－西団地管理組合
エステート聖ヶ丘－３団地管理組合
ファインコート聖蹟桜ヶ丘自治会
桜ヶ丘一丁目自治会
桜ヶ丘二丁目の会
桜ヶ丘三丁目自治会みどり会
桜ヶ丘四丁目自治会
エステ・スクエア多摩永山管理組合
多摩市百草団地自治会
百草団地自治会
和田百草園住宅自治会
中和田自治会
多摩市百草自治会
和田さくら自治会
宝蔵橋睦会
東寺方自治会
サンパレス聖蹟桜ヶ丘管理組合
サニークレスト聖蹟桜ヶ丘管理組合
オリエント聖蹟桜ヶ丘ハウス管理組合
ルミネ聖蹟桜ヶ丘管理組合
永山自治会
瓜生自治会
貝取第一自治会
あたご第１ブロック自治会
愛宕第一住宅自治会
あたご第２ブロック自治会
あたご第４ブロック自治会
あたご第５ブロック自治会
ライオンズヒルズ多摩永山弐番館管理組合
コスモ永山管理組合
愛宕２丁目住宅管理組合

企業・事業所等、個人

コンセボール21多摩団地管理組合
エスティメール21多摩団地管理組合
サバービア21多摩住宅管理組合
コーシャハイム（旧愛宕第二住宅自治会）
エクレーヌ多摩永山ヒルズ
馬引沢自治会
馬引沢団地自治会
諏訪公団住宅自治会
諏訪四丁目自治会
諏訪５丁目自治会
ホームタウン諏訪１－71団地管理組合
Brillia多摩ニュータウン団地管理組合
タウンハウス諏訪住宅管理組合
グリーンメゾン諏訪住宅管理組合
永山ハウス管理組合
永山団地自治会
永山五丁目自治会
永山６丁目自治会
永山ハイツ住宅管理組合
永山三丁目第１住宅管理組合
永山３丁目第二住宅管理組合
永山３－12自治管理の会
エステート永山－３住宅管理組合
多摩ニュータウンメゾネット永山－５団地管理組合法人
タウンハウス永山－５住宅管理組合
タウンハウス永山５－29住宅管理組合
タウンハウス永山５－30住宅管理組合
タウンハウス永山５－34住宅管理組合
貝取団地・樫の木会
都営貝取３丁目自治会
都営貝取５－１自治会
グリーンヒル貝取１－30団地管理組合
グリーンヒル貝取１－34団地管理組合
グリーンヒル貝取１－40団地管理組合
タウンハウス貝取－２住宅管理組合
グリーンメゾン貝取－２住宅管理組合
エステート貝取－２住宅管理組合
ホームタウン貝取－２団地管理組合
多摩ニュータウンエステート貝取３団地管理組合
貝取４－４団地管理組合
ヒルサイドテラス豊ヶ丘－１管理組合
エステート豊ヶ丘２－６住宅管理組合
エステート豊ヶ丘２住宅管理組合
メゾン豊ヶ丘－２団地管理組合

グリーンテラス豊ヶ丘団地管理組合
豊ヶ丘４－１住宅管理組合
豊ヶ丘５－１団地管理組合
豊ヶ丘５丁目３番住宅管理組合
落合３－５住宅自治会
落合３－２自治会
落合４の３自治会
都営落合団地自治会
多摩市小野路自治会
南野３丁目町会
鶴牧５丁目南町会
鶴牧５丁目東町会
鶴牧５丁目西町会
鶴牧５－40自治会
鶴牧の丘自治会
多摩ニュータウン落合三・一団地(Ｄブロック)管理組合
落合団地（Ｂ）管理組合
落合団地（Ａ）管理組合
落合団地（Ｃ）管理組合
プロムナード多摩中央団地管理組合
タウンハウス落合５丁目住宅管理組合
エステート落合５－８団地管理組合
ホームタウン落合－５団地管理組合
グリーンコープ落合団地管理組合
メゾン落合６団地管理組合
グリーンメゾン鶴牧－３住宅管理組合
タウンハウス鶴牧４丁目住宅管理組合
エステート鶴牧４・５住宅管理組合
メゾン鶴牧－５団地管理組合
オーベルグランディオ多摩中央公園管理組合
ブリリア多摩センター管理組合
下落合自治会
中組自治会
唐木田李久保自治会
ホームタウン鶴牧－６団地管理組合
ヒルサイドタウン鶴牧－６団地管理組合
アルテヴィータ管理組合
ブルーミングヒルズ多摩センターファーストレジデンス管理組合
エステート中沢団地管理組合法人
ライオンズプラザ多摩センター管理組合
リーデンススクエア多摩鶴牧管理組合
ガーデンコート多摩センター管理組合
ザ・パークハウス多摩センター管理組合
落合自治連合会

特別会員加入一覧（順不同・敬称略）

アイザワ薬局 相澤 則彰
石川小児クリニック
(一財)日本食品分析センター 多摩研究所
(一社)まほろば まほろばの郷
今治建設㈱
(医)一眞会 佐々部医院
(医)真潭会 新井歯科医院
(医)泰永会 宮国医院
(医)福志会 関戸達哉クリニック
(医)めぐみ会
大井会計事務所
おもちゃ病院Kebo
介護老人保健施設 聖の郷
㈻大妻学院
㈱アイム
㈱麻生徽章
㈱コイズミプランティション
㈱コミュニティネット ゆいま～る聖ヶ丘
㈱タイコー
㈱太平洋シルバーサービス シルバーシティ聖蹟桜ヶ丘
㈱多摩繊維商会
㈱多摩総合保険企画
㈱多摩ニュータウンサービス
浅見 好明
石坂 政雄
入沢 修自

誰もが安心して暮らせる
福祉のまちづくり

小野塚 文男
笠木 昭
川辺 辰雄

㈱ティー・エム・シー 丘の上薬局
㈱としまフューネス
㈱日本電力サービス
㈱府中カントリークラブ
㈱ベネッセコーポレーション
川崎歯科医院
吉祥院 津守 範学
京王電鉄㈱
京王レクリエーション㈱
恵泉女学園大学
ケル㈱
高西寺
㈾小川組
小林誠治司法書士事務所
桜ヶ丘商店会連合会
(社福)楽友会
(社福)啓光福祉会 啓光学園
(社福)桜ヶ丘社会事業協会
(社福)大和会 特別養護老人ホーム和光園
(社福)日本心身障害児協会 島田療育センター
(社福)緑野会 みどりの保育園
新都市センター開発㈱
多摩市点字サークル「トータス」

川村 隆
小林 満起子
斎藤 美津栄

髙原 光立
田路 敏秀
夏目 茜

堀内 陽二
松尾 俊治
渡辺 智子

多摩大学 産官学民連携センター
中央商店会
帝京大学
東京エレクトロン㈱
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㈱ 府中支店
東京多摩ロータリークラブ
東京南農業協同組合 多摩支店
都市農住事業㈱
トヨタ西東京カローラ㈱
中村内科医院
永山運送㈱
二幸産業㈱
日本アニメーション㈱
(NPO)シニアサポート多摩
マーニン合 もろびと訪問看護ステーション
マイプリント㈱
ミタニマイクロニクス㈱
㈲小林洋文堂
㈲小山商店
㈲弥生園 フラワーショップやよい

丹野 眞紀子
峯岸 忠
横倉 敏郎

伊藤 雅子
井上 勝
大久保 雅司

東島 亮治

令和３年３月 15 日 ３

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）の御礼
10月１日から12月31日までの募金期間中、皆様のご協力により、多くの募金が寄せられました。心より感謝申し上げます。
1,028,678円

▼ ▼

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）

1,692,409円

 「赤い羽根共同募金」は市内の高齢者施設や障がい児者支援団体の備品整備と活動へ、
「地域ささえあい募金（歳末たすけあい運動）」は、
ふれあい・いきいきサロンや自治会・住宅管理組合の福祉活動、子ども・だれでも食堂の活動への助成金等として、地域に還元いたします。

募金協力団体一覧【●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）】（敬称略・順不同）

多摩市民生委員協議会
多摩市役所

● ● 西都ヤクルト販売㈱
● ● 東京キリンビバレッジサービス㈱

● ● ふれあいトムとも
● ● ほっとネットしょうぶ

●
●●

多摩市老人クラブ連合会

●

● ● 関・一つむぎ館

●●

ＪＡ東京みなみ多摩地区女性部

●

生活協同組合 パルシステム東京

コカ・コーラボトラーズジャパン㈱
二幸産業・NSPグループ㈱
● たま介護会
にじいろの会（有志）

● ● ひじり館

●

●

●●

ゆう桜ケ丘

(社福)正夢の会 コラボたまワークセンターつくし

●

● ● 愛宕かえで館

●●

(社福)楽友会

● ● ひなの会

● 貝取こぶし館

●●

(社福)桜ヶ丘社会事業協会

● ● 多摩市音訳グループ繭

●

トムハウス

●●

(社福)大和会

● ● ボランティアサークル「絵手紙くるくる」

●

からきだ菖蒲館

●●

(社福)ピオニイ福祉会 ピオニイ第２保育園

●

多摩市要約筆記サークル

● ● 大栗川・かるがも館

●●

(社福)至愛協会

●

多摩市点字サークル「トータス」

●

●●

(社福)すこやか会

●

小さな天使

● ㈱青木屋

●●

(社福)緑野会

●

耳すま会

● Café Way

●●

(社福)日本心身障害児協会 島田療育センター

● ● ほくの家

● 重田畳店

●

(社福)時の会 ぐりーんぴーす工房

● ● 多摩市失語症友の会「こだま」

● Café Terrace シナモン

ぐりーんぴーす工房ご利用者

●

多摩市少年野球連盟

●

かんじ鍼灸院

●●

(認定NPO)多摩草むらの会

● ● 東京都立桜の丘学園

●

㈲森沢商店

●●

(NPO)どんぐりパン

● ● 金聖会

● ● 由井歯科医院

(NPO)瓜生福祉会

●

ふれあいサロン結

●

(医)誠澤会 新井歯科医院

●●

(NPO)ハーモニー

●

みのり会

●

㈱メンズサロン ラポール

●●

(NPO)暉望

● ● サロン ひなの会

●

多摩興運㈱ 多摩エコステーション

●●

(NPO)わこうど 若人塾・未来樹

● ● 関戸みのり会

●

ココカラファイン薬局 多摩センター店

●●

(NPO)多摩市身体障害者福祉協会

● ● 連光寺志学サロン

●

POLA THE BEAUTY 多摩センター店

●

● ● 二木ゴルフ 多摩センター店

(NPO)多摩生活サポートセンター

● ● なごやか健幸体操の会

青春会（老人クラブ）

●

ふれあいサロン『木の葉』

百草ことぶき会（老人クラブ）

●

碁楽会

唐木田すもも会（老人クラブ）

●

落合３－５自治会コミュニティサロンあいあい ●

あおぞら会（老人クラブ）

●

オーベル近トレクラブ

多摩大学

●

すいすいサロン

東京多摩ロータリークラブ
東京海上日動システムズ㈱

● ● ふらっと東寺方
● 多摩市社会福祉協議会 諏訪支部

㈱タイコー

● (医)福祉会 関戸達哉クリニック
●

自治会・住宅管理組合協力一覧【●赤い羽根共同募金

●

●

●
●●

㈲小山商店

●●

㈱システム企画 独楽寿司 永山店

●●

● ● マイニチＷＯＷ’ＯＮ
● コーヒーショップ白樺

●●
●●

●
●

●地域ささえあい募金（歳末たすけあい運動）】（敬称略・順不同）

一ノ宮自治会
桜ヶ丘一ノ宮自治会

● ● 愛宕第一住宅自治会
● ● あたご第２ブロック自治会

● ホームタウン豊ヶ丘－２団地管理組合
● ● コスモフォーラム多摩管理組合

●
●●

関戸自治会

●

あたご第３ブロック自治会

● ● 豊ヶ丘４－１住宅管理組合

●

京王一の宮自治会

●

あたご第４ブロック自治会

● ● 豊ヶ丘５－１団地管理組合

●●

連光寺向ノ岡自治会

●

愛宕分譲地自治会

● ● 豊ヶ丘５丁目３番住宅管理組合

●●

連光寺本村自治会

● ● サバ―ビア21多摩住宅管理組合

● ● 都営落合団地自治会

●

みどり会自治会

● ● 馬引沢自治会

● ● 多摩市小野路自治会

●

聖ヶ丘４丁目南自治会

● ● 馬引沢団地自治会

● 南野３丁目町会

エステート聖ヶ丘－２－東団地管理組合

● ● 諏訪公団住宅自治会

● 鶴牧５丁目西町会

●●
●

エステート聖ヶ丘－３団地管理組合

● ● ホームタウン諏訪１－71団地管理組合

● ● 多摩ニュータウン落合三・一団地(Dブロック)管理組合

●●

ファインコート聖蹟桜ヶ丘自治会

● ● タウンハウス諏訪住宅管理組合

●

●●

落合団地（A)管理組合

桜ヶ丘二丁目の会

● グリーンメゾン諏訪住宅管理組合

桜ヶ丘四丁目自治会

● 永山五丁目自治会（有志）

和田百草園住宅自治会

● 永山６丁目自治会

● ● ホームタウン落合－５団地管理組合

中和田自治会

● 永山ハイツ住宅管理組合

● ● グリーンコープ落合団地管理組合

●

多摩市百草自治会

● 永山三丁目第１住宅管理組合

● エステート鶴牧３団地管理組合

●

● タウンハウス鶴牧４丁目住宅管理組合

●

和田さくら自治会

●

宝蔵橋睦会

● ● プロムナード多摩中央団地管理組合
● エステート落合５－８団地管理組合

永山３丁目第二住宅管理組合
● 多摩ニュータウンメゾネット永山－５団地管理組合法人

東寺方自治会

● ● タウンハウス永山－５住宅管理組合

永山自治会

● 都営貝取3丁目自治会

瓜生自治会

● ● グリーンヒル貝取１－40団地管理組合

貝取第一自治会
大貝戸自治会

● ● エステート貝取－２住宅管理組合
● グリーンテラス豊ヶ丘団地管理組合

http://hanett.akaihane.or.jp/
▲

問合せ

総務係

☎（373）5611

（373）5612

●●
●

● ● 下落合自治会

●●

● ● 中組自治会

●●

● ● 唐木田自治会

●●

● 落合自治連合会
●●
●

その他、口座振り込みによる募金など、個人でも多くの方にご協力いただきました。
※お寄せいただきました募金の使い道は「赤い羽根データベース

●●

はねっと」に掲載しています。

●

４ 令和３年３月15日

令和２年度

多摩市社会福祉協議会 福祉大会

福祉大会では、多摩市の地域福祉向上に寄与された方々の表彰を行っています。
今年度、緊急事態宣言の延長を受け、やむなく大会式典の開催を取りやめさせていただきました。
本紙面にて受章者を紹介し表彰いたしますとともに、皆さまのご功労に感謝申し上げます。
皆さまには、日頃から多摩市社協に様々な形でご支援・ご協力を賜り、心から感謝申し上げます。
今年こそ多くの方々に表彰状や感謝状を直接差し上げ、お礼を申し上げたかったのですが、本年度の福祉大会も、コロナ禍
のため中止せざるを得なくなり、誠に残念に思っております。
社協の大きな役割である地域福祉の推進は、人と人との繋がりや絆が基本です。コロナ禍で、それがままならない状況になり
忸怩たる思いがありますが、一日も早いコロナの収束を願いながら、
「福祉のまち」を目指し、引き続き頑張ってまいります。
皆様の変わらぬご支援・ご協力をお願い申し上げます。
「令和２年度福祉大会に寄せて 多摩市社協会長 伊藤 雅子」

地域福祉功労者(表彰状贈呈)（敬称略・順不同）
◆社会福祉・ボランティア活動功労者（17名）

池田 馨（公園等花壇整備） 花塚 光恵（公園等花壇整備） 坂本 洋子（傾聴ボランティア） 川地 保（おもちゃ病院）
鳥越 洋子（ぬり絵を通じた高齢者ボランティア） 新井 幸子（高齢者施設シーツ交換ボランティア）
伊藤 尚子（手話活動） 鈴木 智美（手話活動） 日吉 佐一（手話活動） 金子 功（重度障がい者の介助支援ボランティア）
石川 雄一（自治会自主防災活動） 手塚 茂美（ロータリークラブ・まち美化活動） 緋田 富子（絵手紙ボランティア）
板倉 宏（要約筆記） 印南 壽子（手作り品販売による寄付活動） 猪股 てるみ（手作り品販売による寄付活動）
最上谷 昭子（手作り品販売による寄付活動）

◆社会福祉・ボランティア活動功労団体（５団体）

馬引沢・諏訪地域福祉推進委員会（地域での見守り・世代間交流への取組） 珠いきいきライフの会（音楽療法による介護予防）
たま介護会（高齢聴覚障がい者の孤立防止活動） パソコンボランティア多摩（高齢・障がい者へのIT機器操作サポート）
ジョイフェローズ（福祉施設・団体・地域事業におけるゴスペル披露の協力）

◆多摩市社会福祉協議会 特別功労者（１名） 近藤 一美（多摩市社協評議員）

地域福祉功労 特別表彰団体｢男性ボランティア会議」
平成6年に、現役を退かれた男性の皆さんが集まり結成されました。
小中学校の福祉教育では「車椅子体験」や「高齢者疑似体験」を行い、
地域のイベントでは子どもたちに
「昔遊び」を伝えるなど、長きにわ
たり地域社会に貢献されてきまし
た。今年度で団体を解散されます
が、メンバーの皆さんと多摩市社
協のつながりを、これからも続け
ていければと思います。今後とも
どうぞよろしくお願いします。

地域福祉功労 特別表彰団体｢多摩市社協諏訪支部」
諏訪支部は多摩市社協の下部組織として昭和62年に発足し、34年
にわたり「身近な福祉の輪を諏訪いっぱいに拡げるために！」をテ
ーマに、一人暮らし高齢者の見守
りや居場所づくりなど様々な福祉
活動を行ってきました。
活動拠点の閉鎖に伴い、今年度
で幕を下ろすことになりました。
たくさんのご協力ありがとうござ
いました。

地域福祉功労者(感謝状贈呈)（敬称略・順不同）
◆金品等高額寄附功労者（５名）
相澤 良夫

秋元 洋一郎

志村 光明

高須 芳彦

宮川 裕幸

◆多摩市社会福祉協議会 役員等功労者（４名）

◆金品等高額寄附功労団体（６団体）

片桐 達也（評議員）
中村 義彦（評議員）

塩田 明美（評議員）
堀江 咲子（評議員）

アマゾンデータサービスジャパン株式会社 AWS InCommunities
木下サーカス株式会社 宗教法人 林海庵 わたげの会
東京海上日動システムズ株式会社 東京海上ビジネスサポート株式会社

◆コロナ禍における地域福祉推進功労団体 ( ３団体）
末日聖徒イエス・キリスト教会 多摩ワード
（コロナ禍で活動する子ども食堂への
食品寄付や配食ボランティア活動）
株式会社ヴァリアント
（お菓子の継続的な寄付、子ども
食堂の配食ボランティア活動）
令和２年度
多摩大学中村その子ゼミナール
（ステイホームを楽しむための企
画考案、ボランティアと利用者の
交流を目的とした動画の作成）
中村ゼミ企画

▶問合せ

マスク・フェイスシールドの寄付による多摩市社協事業の支援
村井 安成
株式会社ACE
多摩青年会議所
東京多摩ロータリークラブ
東洋機器製造株式会社
学校法人常陽学園
間違い探しゲーム

総務係

第69回 東京都福祉大会

◆コロナ禍での特別寄付功労者・団体(１名・５団体）

東京医療学院大学

（3 7 3 ）5 6 1 1

（3 7 3 ）5 6 1 2

多摩市内で長年、福祉に貢献されている方々の功績が称えられました。

◆受賞者（東社協会長表彰）（敬称略・順不同）
品田 美知子（多摩市社協評議員）

福祉のネットワーク永山（小地域福祉活動）

▲

問合せ

総務係

☎（3 7 3 ）5 6 1 1

ネットワーク貝取・豊ヶ丘きずな（小地域福祉活動）

（3 7 3 ）5 6 1 2

令和３年３月 15 日 ５

２月 20 日東北地方で発生しました地震で被災された皆様に、心よりお見舞い
申し上げます。
2011年３月11日に東日本大震災が発生してから今年で10年となりました。多
摩市社協では、東日本大震災が発生した直後から、宮城県石巻市への支援とし
て、職員と市民ボランティアによる現地でのがれき等の片付けや漁業支援、側
溝の泥かきや写真洗浄等の災害支援活動、多摩市内のイベントでの石巻市特産
品の販売、チャリティコンサートの開催などの復興支援活動を行ってきました。
また、震災直後の支援活動に参加したメンバーが立ち上げたボランティアグ
ループは、石巻市の漁業の復興支援活動を６年間にわたり継続して実施いたし
ました。
東日本大震災発生から10年が経ちましたが、復興はまだ道半ばです。
多摩市社協では、復興支援活動で出会った方とのつながりを大切に、引き続
き活動を行っていきたいと思います。
なお多摩市社協では、感染症禍に多摩市で災害が発生した際にも、多摩市災
害ボランティアセンターを迅速に立ち上げ災害支援活動を推進していくために
「多摩市災害ボランティアセンター設置・運営マニュアル」の改訂に取り組んで
おります。この改訂マニュアルを基に、今年６月に感染症禍における水害を想
定した訓練を実施する予定です。

被 災地の皆さま・ 支 援 活 動 を さ れ た皆さまから
メッセー ジ を い た だ き ま した
「大震災を振り返って」

「感謝と絆をかんじながら前へ…」

石巻市小網倉 阿部 幾雄 氏

一般社団法人石巻元気復興センター

代表理事 松本 俊彦 氏

震災で全てを失った私たちは再起する気力さえも無く、ただ
呆然と過ごしていたことが思い浮かばれます。
それから何日か後に、ボランティアの皆さまに支援をいただ
き、勇気付けられました。養殖用のロープを再び使用できるよ
うに、多摩市の皆さまと集めたことが今でも鮮明に思い出され
ます。
あれから今日まで多岐にわ
たり支援していただき、心か
ら感謝しております。
私たちも牡蠣の養殖を震災
前の状態まで戻すことができ
ました。これからは、より一
層の生産に励むことが恩返し
だと思っております。

東日本大震災から早くも10年が経過しようとしております。
多摩市の皆さまには震災後すぐより、被災した石巻の加工会
社の商品を購入いただきありがとうございました。
壊滅的な被害を受けた私たち被災企業は、今までたくさんの
方々の支援と出会いを感じて、ここまでやってこれました。こ
れも皆さまのおかげだと思っております。
地域のハードの復興はほぼ
終了しましたが、やはり産業
の復興はなかなか難しい状況
です。引き続き皆さまの絆を
感じながら、前を向いて頑張
ってまいりますので、今後と
もご支援方どうぞよろしくお
願いいたします。

「浪江と多摩の架け橋」

「震災で生まれた災害ボランティア」

桜ヶ丘商店会連合会

復興支援担当理事 平 清太郎 氏

｢ 桜ヶ丘商店会連合会」では、2011 年以来毎年、復興支援活
動を続けてきました。｢ 浪江と多摩をつなぐ交流のつどい」を開
催し、福島県浪江町の児童を招いて和太鼓や吹奏楽などで交流
し、また多摩市の児童・生徒が浪江町の小中学校を訪問し、被
災地の現状や課題を五感で感じ取ることができました。
今春、150年の歴史ある浪江町の全ての小学校が閉校します。被
災地に赴き、また交流することで実に多くの問題が未解決のままで
あることに気づかされ、改めて、震災や原発事故がなければこのよ
うな事にはならなかったのではないかと思っています。
これからも復興支援活動を続
け、震災の教訓を風化させるこ
とのないようにしたいと思って
います。
ご理解とご支援をよろしくお
願いいたします。

▶問合せ

ボランティア担当

(373)6611

多摩市災害ボランティアの会 皆川 惠男 氏

｢ 多摩市災害復興支援ボランティアの会」は、東日本大震災
直後に多摩市社協が行った被災地への復興支援に携わる中で、
支援の継続を必要と感じた面々が、2012 年に立ち上げた組織
です。
以降、会に賛同された延べ約 100 人の方々と共に、毎年の宮城
県小網倉浜への復興支援のほか、伊豆大島、常総市、倉敷市、八
王子市などの自然災害で支援活動を行ってきました。
このボランティア活動
は一過性にすぎませんが、
震 災 か ら 10 年 経 っ て も 、
活動を通してできたつな
がりを大切にして、今後も
被災された方の心の支え
となればと願っています。

(373)6629 ／ 総務係

(373)5611

(373)5612

６ 令和３年３月15日

「ふくし法律相談」のご案内
｢ 遺言や相続、財産管理や成年後見制度について、専門家に相
談したい」そんなときは弁護士による「ふくし法律相談」をご利
用ください。（要予約）
ふくし法律相談日程（毎月第３木曜日）
４月15日

５月20日

６月17日

７月15日

８月19日

９月16日

10月21日

11月18日

12月16日

令和４年１月20日 令和４年２月17日 令和４年３月17日

●時

間：午後１時30分～午後３時30分（お一人１時間程度）

●場

所：二幸産業・ＮＳＰ健幸福祉プラザ

●相談員：弁護士
●対象者：市内在住の高齢者・障がい者と
その家族及び関係機関
●費

用：無料

※秘密は厳守いたします。安心してご相談ください

（373)5612

▶問合せ 権利擁護センター ☎（373)5677

令和３年度
「福祉団体補助金」のご案内
障がい者やひとり親家庭で構成する団体など、市内の福祉
団体を対象に団体の自立促進と地域福祉の充実を目的とした
補助金の交付を行います。
▶対象事業
・広く市民が参加する講演会や講習会
・調査・研究事業など市民の啓発となるもの
・団体が主催する各種事業 など
▶申請書配布場所
４月１日㈭よりセンター係（二幸産業・ NSP 健幸福祉プラ
ザ３階）にて申請書を配布
※多摩市社協HPからダウンロード可
▶申込
５月 31 日㈪までに申請書を下記に連絡のうえ、持参または
郵送
〒206-0032 多摩市南野3-15-1
二幸産業・NSP健幸福祉プラザ３階
▶問合せ センター係 ☎（356)0307

（356)1155

「地域の支え合い」の仕組みづくりへキックオフ‼
令和3年度 自治会・住宅管理組合ご近所ふくし応援助成金のご案内

▼

▼

自治会・住宅管理組合が実施する地域福祉活動を対
交付対象事業及び助成額
象に、
「ご近所ふくし応援助成金」事業を実施します。
対
象
事
業
活動助成金 設立助成金
この助成事業は世代間の交流やお祭りなど地域での
交流を目的としたものから、ご近所での見守りやゴミ
区分１ 住民主体の継続的な福祉活動
50,000円
50,000円
出し支援などの「地域の支え合い」の仕組みづくりま
で段階（区分）によって助成金額が異なります。（右
区分２ 福祉に関する取り組みや福祉に啓発活動
20,000円
記、区分表参照）
区分３ 地域交流事業
10,000円
コロナ禍で新しい生活様式が求められ、地域におけ
る人と人とのつながり方や支え合いの仕組みの在り方
※上記金額は上限額です。
も変わってきています。令和３年度の活動にぜひご活
また、事業区分により交付条件が異なります。
用ください。
問合せ まちづくり推進担当
※助成事業実施案内および申請書類は、４月下旬ごろ
☎（３７３)５６１６
（３７３)６６２９
に各団体に送付します。

地域のお店や取り組み紹介

令和３年度
多摩ボランティア・
市民活動支援センターの
日曜休館について

～あなたのまちの福祉協力店～

ゆたか庵

▶問合せ

総務係

☎
（３７３）５６１１

～地域福祉を応援しています～

（３７３）５６１２

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!

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

現在、多摩ボランティア・市民活動支援センターは
第１・３日曜日に開館していますが、新型コロナウイ
ルス感染拡大の影響を考慮し、これまで開館してきた
第１・３日曜日を令和３年度に限り休館します。ご不
便をお掛けしますが、ご理解の程よろしくお願いいた
します。
期間：令和３年４月１日～令和４年３月31日
※再開時期については、新型コロナウイルスの収束状
況及び市内のボランティア活動状況等を確認しなが
ら適時検討します。

問合せ：ボランティア担当
☎(373)6611

▼

株式会社 市村工務店ライフサービス（豊ヶ丘４丁目）
豊ヶ丘・貝取商店街内で「介護保険制度
を利用したリフォーム」を行う住宅改修の
専門店です。新しい福祉協力店として、
「募金箱」「入れ歯回収ボックス」「貸出用
車いす」の設置にご協力いただきます。

(373)6629
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老人福祉センター

令和３年度寿大学（通年・前期講座）

▶講座名
▶場 所
▶対 象

右表のとおり
二幸産業・NSP健幸福祉プラザ
多摩市に住所を有する60歳以上で全日程参
加できる方
▶申込方法 ①か②のいずれか。
①３月 31 日㈬までに、二幸産業・ NSP 健幸福祉プ
ラザ３階事務室へはがきを持参し、所定の申込用
紙に記入。
②往復はがきにて、往信裏面に住所・氏名（ふりが
な）
・生年月日・年齢・性別・電話番号・希望講
座名、返信宛名面に住所・氏名を記入し郵送。
（３
月31日㈬消印有効）
〒 206-0032 南野３-15-１ 多摩市老人福祉セン
ター寿大学担当へ。
（第２土曜、日曜、祝日を除
く午前８時30分～午後５時）
※１講座につき１枚のはがきが必要
※応募者多数の場合は抽選
※記入漏れや 63 円分の切手が貼られていない場合
は無効
※受講決定後、老人福祉センターの利用登録が必要

老人福祉センター（二幸産業・NSP健幸
福祉プラザ６階）の管理者が変わります
令和３年４月１日㈭から、老人福祉センター事業
（寿大学・同好会・お風呂利用など）の問合せ先が、
多摩市社会福祉協議会【☎( 3 5 6 ) 0 3 0 7 】から、多
摩市立温水プール・二幸産業・多摩市総合福祉セン
ターの指定管理者である「二幸産業・ＮＳＰグルー
プ」
【☎( 3 5 6 ) 0 30 3 】に変更になります。

▶問合せ

多摩市

高齢支援課

☎(338)6923

寿大学日程表（通年・前期講座）
講

座

名

★呼吸で体幹ストレッチ

曜日

時

間

日

５/６・ 20、６/３・ 17、７/１・
15、９/２・16（全８回）

13：30～15：00

書道入門（通年）

月

５/10・24、６/14・28、７/12・
26 、 ９ /13 ・ 27 、10/11 ・ 25 、
13：00～15：00
18人
11/８・22、12/13、１/17、
２/７・21（全16回）

折り紙

水

10：00～12：00

５/12 ・ 26、６/２・ 23、７/28、
20人
８/25、９/１・22（全８回）

★らくらく運動（自彊術体操） 木

10：00～11：30

５/13 ・ 27、６/10 ・ 24、７/８、
30人
８/12・26、９/９（全８回）

★椅子リズムダンス

木

13：30～15：00

５/13 ・ 27、６/10 ・ 24、７/８、
30人
８/12・26、９/９（全８回）

★ボディコンディショニング

土

13：30～15：00

５/15 ・ 29、６/19、７/３・ 17、
30人
８/21、９/４・18（全８回）

陶芸入門

月

13：30～15：30

中国語入門（通年）

月

９：30～11：00

５/17、６/７・ 21、７/５・ 19、
８/16、９/６・27、10/18、
20人
11/１・15、12/６・20、１/17、
２/７・21（全16回）

水

13：00～15：00

５/19、６/２・ 16、７/７・ 21、
25人
８/４、９/１・15（全８回）

木

５/20、６/３・ 17、７/１・ 15、
８/19、９/２・ 16、10/７・ 21、
10：00～11：30
20人
11/４・18、12/２、１/20、
２/３・17（全16回）

キーボード（ピアノ）入門
(通年）

金

５/21、６/４・ 18、７/２・ 16、
９/３・ 17、10/１・ 15、11/19、
10：30～12：00
15人
12/３・17、１/21、２/４・18
（全15回）

英会話入門（通年）

火

13：30～15：00

★健身気功
ハングル初級

★はいずれかの講座のみ申込可
※日時が重複する講座の申込不可

５/17・24、６/７・14・28
（全５回）

５/25、６/８・ 22、７/13 ・ 27、
８/10・24、９/14、10/12・26、
20人
11/９、12/14、１/11・25、
２/８・22（全16回）

種：①ケアワーカー ②運動指導員
③専門員
内
容：①通所入浴サービス等介護業務
②水浴訓練用プールの運動指導
③権利擁護センター
募集期間：募集人員に達するまで
勤務場所：二幸産業・NSP健幸福祉プラザ

令和３年度臨時職員登録者
職
内

員：168人（申込先着順）
※お支払いいただく時期についてはお申込後にご連絡いたします。

プレー費：21,400円（当日払い、昼食代・キャディ・カート代・利用税込）
70才以上と身体障がいの方は、利用税1,200円免除
申込方法：４月１日㈭午前９時より受付開始。
まずはお電話で参加人数をご予約ください。詳細をご案内いたします。

ご協賛のお願い
大会への協賛金・協賛品を募集いたします。趣旨にご賛同いただける
方は下記までご連絡ください。ご協賛については、大会会場のほか、
ふくしだよりやHPなどにお名前を掲載します。

▶申込・問合せ 総務係

（３７３）５６１１

社会福祉法人
多摩市社会福祉協議会
嘱託職員・臨時職員
登録者募集
職

参 加 費：2,000円（チャリティ金として）

  

８人

嘱託職員

｢ チャリティゴルフ大会」はゴルフを楽しみながら気軽
に地域福祉へ貢献できる機会として開催しています。
この大会へのチャリティ金は、地域福祉推進委員会やふ
れあい・いきいきサロン、子ども・だれでも食堂の活動支
援、自治会・住宅管理組合などの福祉活動への助成など多
摩市の地域福祉推進のために活用させていただきます。
今年も大会の趣旨にご賛同いただき、奮ってのご参加を
お待ちしております。

  

30人

▶申込・問合せ 二幸産業・NSP健幸福祉プラザ
☎（３５６）０３０３
（３５６）１１５５

日時：７月12日(月)
会場：桜ヶ丘カントリークラブ
会場
：桜ヶ丘カントリークラブ

  

定員

木

チャリティゴルフ大会
参加者募集

定

程

（３７３）５６１２

種：①事務員 ②介護員
容：①事務補助
②デイサービス・入浴サービス
での介護、水浴訓練指導補助
勤務場所：①二幸産業・NSP健幸福祉プラ
ザまたは多摩ボランティア・
市民活動支援センター
②二幸産業・NSP健幸福祉プラザ
※詳細は募集要項参照
募集要項配布場所：
二幸産業・NSP健幸福祉プラザ７階また
はヴィータ・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）
※多摩市社協HPからもダウンロード可

▶問合せ 総務係
☎（373)5611

(373)5612
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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★ （令和２年12月１日～令和３年１月31日)

愛の箱

20,000
12,000
10,000
10,000
46,854
9,089
154
5,301

マイニチWOW’ON（関戸２丁目）
東京キリンビバレッジサービス株式会社 府中支店
センター係窓口

その他

◆小地域福祉活動の推進に
松浦 淑子
◆子ども食堂の事業に
匿名（３件）

物品寄付

東京海上日動システムズ株式会社
大東社会保険労務士事務所
明治神宮崇敬会
イオン商品調達株式会社
匿名（２件）

1,217
70,000
カサ多数、乾パン
クオカード10,180円分
洗剤セット20個
チョコレート多数
ハガキ5,032円分、布マスク20枚

合計

12月１日～１月31日

184,615

2020年度累計
（令和２年４月１日～令和３年１月31日）

寄付金に関するお問い合わせ・寄付の受付
総務係 （３７３）５６１１

講座のご案内

1,689,541

（３７３）５６１２

日時・場所

フ ー
   ド
   ド
   ラ
   イ
   ブ
  

一般寄付

相澤 良夫
イトーヨーカドー労働組合多摩センター支部
ゆりのき保育園
りすのき保育園
匿名（３件）

大野 崇智…米50㎏
アマゾンデータサービスジャパン株式会社 AWS InCommunities
米、缶詰、レトルトカレー、スパゲッティなど
マイニチWOW’ON（株式会社ヴァリアント）…お菓子多数
明治安田生命 多摩ニュータウン営業所…お菓子、カップ麺、缶詰など
KDDI株式会社…災害備蓄用フリーズドライビスケット20箱
グルメシティ多摩店…カップ麺、レトルト食品など
Foodium 多摩センター店…米、缶詰など
匿名（26件）
米
 、お菓子、缶詰、パスタ、インスタント食品（カップ麺、みそ汁、スー
プなど）
、レトルト食品（カレーなど）
、飲料品、醤油、その他多数

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

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。

対象・定員・費用

内容・備考

対象 65 才以上で、多摩市介護
日時 ４月８日㈭または５月 13
内容 ボランティアポイントの概
日㈭午後２時～（１時間程度） 保険第１号被保険者の方
要説明と登録のご案内
場所 ヴィータ・コミューネ７階
定員 10人(申込先着順)
持ち物 筆記用具、介護保険被保
（にゃんともTAMAる
費用
（多摩ボランティア・市民活動
険者証
無料
ボランティアポイント）
支援センター）
詳細は多摩市HP
（http://www.city.tama.lg.jp/0000003049.html）
に掲載
日時 ４月 14 日㈬または５月 12
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）

（３７３）６６２９

※寄付金のご協力のお願い

はじめてのボランティア
ポイント説明会

NPO・ボランティア・
市民活動個別相談会

順不同・敬称略（単位：円）

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

申込・問合せ
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
（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

対象 多摩市に住所を有する障が
いのある方と家族
定員 各枠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)

聞こえと補聴器の相
談会

日時 ５月22日㈯午前10時30分
～午後３時30分（うち１時間程
度）
場所 二幸産業・ NSP 健幸福祉
プラザ７階

対象 多摩市に住所を有する耳が
聞こえにくい方とご家族など
定員 ８人（申込先着順）
費用 無料

内容 聴力測定（ 20 分）
、相談・
補聴器の簡単な調整（40分）
※手話通訳・要約筆記有
相談員：言語聴覚士

①親子体操教室

日時 ５月１日～９月18日（土曜
日・全10回）午前10時～11時
30分
場所 二幸産業・ NSP 健幸福祉
プラザ３階 多目的フロア

対象 多摩市に住所を有する心身
の発達が気になる３才～小学校
３年生のお子さんと保護者
※障害者手帳の有無は問わない
定員 15組（抽選）
費用 無料

内容 親子で道具を使用した遊び
ながらの運動
持ち物 上履き、水分補給のため
の飲み物

前期（５月～９月）

日時 ４月21日、５月12日、６月
16日（各水曜日）
午後１時～、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

②障がい者体操教室

③障がい者パソコン教室

（木曜ワードコース）

④障がい者パソコン教室

（土曜ワードコース）

日時 ５月６日～９月16日（木曜
日・全10回）
午前10時～11時30分
場所 二幸産業・ NSP 健幸福祉
プラザ３階 多目的フロア

対象 多摩市に住所を有する 18
才以上で障がいのある方
定員 15人（抽選）
費用 無料

③５月６日～ 27 日（木曜
日・全４回）④５月29日～６月
26日（土曜日・全４回）※６月
12日を除く
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

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）

日時

対象

内容

ボールやタオルを使用した

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
（３５６）０３０７
（３５６）１１５５

①②③は４月７日㈬まで、
④は４月 21 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
（３５６）０３０７
（３５６）１１５５

体操
上履き、水分補給のため
の飲み物
持ち物

内容

ワードの使い方
筆記用具

持ち物

●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。

