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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『こうえんであそんでいるところ』
ピオニイ第二保育園 女の子(５才)
発行：社会福祉法人多摩市社会福祉協議会
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ボランティア受け入
れの高齢者施設の
施設長 鈴木さん

地域とつながる
機会として多くの
ボランティアの方
にお越しいただき
たいです。

面
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* 福祉フェスタ 2018 寄付物品＆参加団体募集
* たすけあい有償活動
* あんしんサポート・たま
* プールボランティア養成講座

http://www.tamashakyo.jp/

042(373)5612

面

* あなたのまちの福祉祉協力店②
* ご寄付の報告
* 各講座のご案内

高齢者施設で手品やクイズを
披露している 中山さん

地域での活動、見守りパトロールや趣味やスポーツなどを
人とつながる機会はさまざまあります。
でも、何をしたらいいのか分からない、という人も多いと思います。
まずは〝あなたのちから〟を地域で活かしてみませんか！
〝ボランティア〟の扉を開けてみませんか！
小さなボランティアから広がる社会！ めざせ「健幸」！

皆さんにエネルギ
ーを差し上げるつ
もりが、こちらがエ
ネルギーをいただ
いています。それ
が元気の源です。
高齢者施設で話し相手や、歌の会
のお手伝いをしている 伊藤さん
「ありがとう」の一言がうれし

地域の児童に対する見守りや学習支援、お散歩の付添、園芸のお手伝い、お話し相手、子ども（誰
でも）食堂のお手伝い、募金活動、地域清掃など色々あります。
ボランティアセンター事務所（ヴィータ・コミューネ 7 階）の募集掲示板でさまざまな活動を紹介し
ています。また、コーディネーターが相談にのりますので安心です。お気軽にお越しください。

いです。はじめの一歩は勇気
がいるけれど、自然体ででき
ると楽しいと思います。

☆ボランティア出張相談
日時：７月 26 日(木)11：30～13：30（予約不要） ※毎月第４木曜日に開催中
場所：二幸産業・NSP 健幸福祉プラザ（総合福祉センター）６階
ポイントがもらえるボランティア！（にゃんとも TAMA るボランティアポイント）
☆初めてのボランティアポイント説明会 （対象：６５才以上で多摩市介護保険第 1 号被保険者）
日時：8 月 9 日(木)14：00～（事前予約制） ※毎月第２木曜日に開催中
場所：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）
他にも、あなたの“力”が必要な活動があります！
（詳しくは３面をご覧ください）

多摩ボランティア・市民活動支援センター
キャラクタータマボラ君

☎

ほほえみネットワーク愛宕（愛宕地域福祉推進委員会）
『ゆっくりまったり散歩しよ』（まち歩き）
多摩市のコミュティエリアを単位とした１０エリアの各地域福祉推進委員
会では、地域住民の皆さんが、それぞれのエリアの特徴を生かした地域活動
を行っています。
最近では、地域のつながりや健幸をテーマに「まち歩き」
「災害時の避難図
上訓練（ＬＯＤＥ）
」
、「居場所づくり」などを行っています。
「安心して暮らせる地域にしたい」 「大きな災害が起きたらどうしよう」
「近所に知り合いもいない、何かあった時不安だ」などと感じている皆さん、
地域福祉推進委員会の活動に参加してみませんか？
みんな同じ足取りで、楽しくま
みんなで一緒の食事は
ったり散歩ができました！
美味しい！
地域の課題は、みんなで一緒に取り組めば解決策が見つかるはず！
新たな地域スポットも発見でき
おしゃべりも楽しい！！
私たちと一緒に、より良い地域にしていきましょう！
てラッキーでした！
地域福祉推進委員会では、皆様に情報を伝えるため、広報紙を発行していま
す。委員会や各団体で配布・回覧しているほか、地域のコミュニティセンタ
▽まちづくり推進担当
ー、多摩市社協の HP からもご覧いただけます。http://www.tamashakyo.jp/ ☎（３７３）５６１６
（３７３）６６２９

！
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災害対応型自動販売機

平成 29 年度は、第４次多摩市地域福祉活動計画の初年度であり、地域福祉コーディ
ネーターの配置により、地域活動支援と個別相談を実施し、自治会・住宅管理組合単
位での居場所づくりや見守りの仕組みづくりに取り組みました。
重点的に取り組んだ活動は、以下の通りです。
⓵ 新たに市から介護保険制度の生活支援コーディネーター２名の配置を受託し、地
域における高齢者の生活支援や介護予防などの仕組みづくりに取り組みました。
⓶ ５つの地域包括支援センター担当エリアに合わせ、サロンや体操等地域活動・支
えあいの情報リストを作成し、市民の皆さんに配布しました。

多摩市内社会福祉法人利用・活用サポートガイド

⓷ 学生のボランティア活動を始めるきっかけづくりとして、主に中・高校生向けに
「ボランティアハンドブック」を作成し配布しました。
⓸ 新たに、社協活動にボランティアで協力いただく「多摩市社協活動協力員」として
２３名の方に登録いただき、活動していただきました。
⓹ 売り上げの一部が赤い羽根共同募金収入となる、災害対応型自動販売機を「福祉
協力店」７箇所に設置しました。
⓺ 市内社会福祉法人の地域貢献活動の紹介「多摩市内社会福祉法人利用・活用サポ
ートガイド」を作成・配布しました。

(収入)

単位：円

会員賛助金、寄付金など
補助金
障害者福祉サービス等事業収入
受託金
介護保険事業収入
その他の収入(参加費、広告料、バザー収入など)
合計

6,890,096
262,162,109
113,169,083
55,519,546
8,822,000
13,591,759
460,154,593

⓻ 成年後見人制度などの普及啓発及び相談を行いました。

平成 29 年度決算報告

収入合計

460,154,593

社会福祉
事業会計
459,332,593

支出合計

460,650,220

460,076,020

574,200

1,376,360

収支差額

△495,627

△743,427

247,800

0

法人合計

(支出)

単位：円

公
益
事業会計
822,000

収
益
事業会計
1,376,360

※２９年度の事業計画や決算の詳細は多摩市社協ＨＰhttp://www.tamashakyo.jp/でご覧ください。

単位：円

地域での福祉活動のため
障がい者支援事業を進めるため
社協の運営のため
高齢者支援事業を進めるため
権利擁護事業を進めるため
その他(貸付事業原資、募金活動事務費など)
合計

185,747,937
107,590,638
88,515,481
35,363,796
42,971,640
460,728
460,650,220

地域での社会参加や支え合いの仕組みづくりのお手伝い～生活支援コーディネーター～
多摩市社協では、平成３０年度は９名の生活支援コーディネーターを配置し、身近な地域での
居場所づくりや見守りなど、地域の皆さんと高齢者を支えていく仕組みづくりを進めています。
生活支援コーディネーターは、高齢者の介護予防や社会参加の支援をさせていただきます。
ビスをマッチングし、生活の充実を図る役割を担います。
情報収集
サービスの創出

高齢者の悩み
・足腰が弱ってきたので体操したい
・近所で知り合いが欲しい
・趣味や生きがいを見つけたい
・福祉サービスを知りたい
・家事支援をしてほしい など

地域活動・支えあいリスト
～地域ごとに高齢者の介護・生活支援に
関する活動をまとめたものです。～

生活支援
コーディネーター

解決！

高齢者の社会参加
介護予防の促進

地域の支えあい活動
・体操（介護予防）
・地域の居場所
（サロンなど）
・生活支援サービス
・見守り
など
＊地域包括支援
センターとの連携

・市内の公共施設やコミュニティセンター
などに置いてあります。
・自治会や住宅管理組合などの地域の集ま
りで配布することもできます。

▽問合せ まちづくり推進担当
☎（３７３）５６１６
（３７３）６６２９
な

ど

社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
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

◆職種等 ①地域福祉コーディネーター
②作業療法士
◆応募期間 ７月２日(月)から
◆面接試験 未定
◆採用日 ①地域福祉コーディネーター ９月１日以降
②作業療法士
１０月１日以降
※詳細はＨＰhttp://www.tamashakyo.jp/ に記載の募集要項を参照
◆申込・問合せ…総務係
(３７３)５６１１
(３７３)５６１２
市役所

目の不自由な方へふくしだより
を朗読した 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

☎（３７３）５６１１

平成 30 年 7 月１５日

福祉サービス利用支援事業
💛 認知症や障がい者の方を支援する

💛「ちょっとしたお困り事」を支援する
高齢や病気などにより日常生活でお困りの方を、地域の皆さんが
協力員となって支え合う、有償の助け合いの仕組みです。
◆対象者：市内および近郊にお住いの 18 才以上の健康で福祉に理
解のある方。（性別・経験・資格は問いません）
◆活動内容：掃除、買い物、通院の付添い、草取り、衣替えなど
◆活動費：１時間 ７００円～1,000 円（交通費は実費支給）
※活動は登録後、お住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。また、研修会や協力員同士の懇談会にご
参加いただけます。
ちょっとしたお困り事のある方はいらっしゃいませんか？
市内に在住の高齢独居、高齢者世帯、障がい、病気などで日常生
活にお困りの方、協力員がお手伝いします。
ぜひ、ご相談ください。
【問合せ】まちづくり推進担当
☎（３８９）３３４４

（３７３）６６２９

◆対象者：市内在住の 20 才～おおむね 70 才までの建康で高齢者
や障がい者に対する福祉活動に理解と熱意のある方。
◆活動内容：認知症や障がいのある方の預金の出し入れ、家賃や公
共料金の支払い、郵便物や書類確認のお手伝いや見守り
◆活動時間：平日の午前８時 30 分～午後５時の内１～２時間程度
（月１～４日程度）
◆活動費：１時間 1,000 円
（別途交通費などとして１回 300 円支給）
★事業説明会を開催していますので、お気軽にお問合せください。
◆こんなことで困ったことはありませんか？
・利用している福祉サービスに納得できないけど、
自分からは言いにくい…
・病気で外出するのが大変…
・預金の出し入れや支払いに行けなくて困った…
・物忘れが多くて、書類やお金の管理が心配…など
★生活支援員がお手伝いします。ぜひ、ご相談ください。

障がいのある方が安全に水中運動を行うための介助方法を学んで、
プールボランティアとして活動しませんか？
▼日時：９月５・12・19 日（水曜日 全３回）午前 10 時～正午
▼場所：二幸産業・ＮＳＰ健幸福祉プラザ５階 水浴訓練室
▼対象：講座終了後、ボランティアとして活動できる 20 才以上の方
※心疾患・感染症・失禁のある方は不可
▼定員：５人 ※応募者多数の場合は抽選
▼費用：無料
▼内容：水中での障がい者体験や介助方法など
▼申込〆切：７月 31 日（火）までに二幸産業・ＮＳＰ健幸福祉プラザ
（総合福祉センター）３階窓口または電話で申込
★申込・問合せ センター係
☎（３５６）０３０７

（３５６）１１５５

福祉
★対象団体…市内およびその近郊で活動する福祉団体・ボランティア
団体・市民活動団体で、福祉フェスタにおいて政治的・
営利的な目的を有しない団体
★開催日時…平成 30 年 10 月 21 日(日) 午前 10 時～午後 3 時（予定）
★募集内容… ①ステージ発表 ②各種体験・ミニ講座 ③物販
④活動紹介 ⑤相談会 ⑥福祉啓発 ➆その他
★申込〆切…平成 30 年 8 月 3 日(金)
★申込方法…「福祉フェスタ 2018 参加申込書」を直接窓口（二幸産業・
NSP 健幸福祉プラザ７階）または郵送、FAX
★参加申込書…窓口で配布、HP よりダウンロード（http://www.tamashakyo.jp/）

【問合せ】権利擁護センター
☎（３７３）５６７７

（３７３）５６１２

福祉フェスタ 2018
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

福祉バザーへの

をお願いします！

今年もぜひ、バザーへのご提供をお願いします。
★寄付物品（いずれも未使用・新品のもの）
食器、寝具、雑貨、靴、バッグ、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）
その他生活用品など
※家具、電化製品、食品、化粧品は受け付けしておりません。
<受付方法>下記の窓口までお持ちください。
★総務係窓口 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）７階
平日…午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分
★多摩ボランティア・市民活動支援センター窓口
多摩市関戸４－72（ヴィータ・コミューネ７階）
平日…午前 9 時～午後 7 時（第 1・3 月曜日を除く）
土曜日、第 1・3 日曜日…午前 9 時～午後 7 時
※持ち込みが難しい場合は、お問合せください。

★福祉フェスタバザー物品申込・参加団体申込・問合せ

総務係

(373)5611

(373)5612

第２７回チャリティゴルフ大会にご参加･ご協賛をいただき、ありがとうございました
６月１８日（月）
、梅雨空の下桜ヶ丘カントリークラブにて、１５８人の参加者と多くの方々のご協力をいただき開催いたしました。
この大会へのチャリティ金・協賛金の総額 657,600 円は、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
ご協賛ご協力団体・個人名 (順不同･敬称略)

(有)萩原鉄工
東京多摩ロータリークラブ
多摩市自治連合会
コーヒーショップ白樺
(株)共同印刷所
(株)ふじ消防設備
(株)タイコー
中沢鍼灸接骨院
(株)アルファーポイント
公益財団法人 多摩市文化振興財団
東急自動車学校
(株)ユニカ マグレブ事業部
明治神宮崇敬会
(株)小山商店
レクサス多摩
重田畳店
ゴルフガレージ多摩店
南野ゴルフ
ゴルフパートナー多摩練習場
極楽湯 多摩センター店
スポーツクラブ NAS 聖蹟桜ヶ丘店
京王レクリエーション(株)京王ゴルフ練習所
あなたの思いが
地域を支えます！

ドゥエル聖蹟 小山
(有)ケイワイエム
桜美林大学 多摩アカデミーヒルズ
多摩市職員組合
一般社団法人 多摩市緑進会
(株)麻生徽章
東京多摩グリーンロータリークラブ
(株)多摩ニュータウンサービス
永山運送(株)
(有)マルナカメンテナンス
二木ゴルフ多摩センター
(株)京王プラザホテル
西都ヤクルト販売(株)
トヨタ西東京カローラ(株)
(株)リーブケア
永山健康ランド 竹取の湯
土山 録志
桜ヶ丘カントリークラブ
(有)ブロッサム
東京ヴェルディ 1969 フットボールクラブ(株)
東京キリンビバレッジサービス(株)府中営業所
♥ 問合せ…総務係

☎ （373） 5611

（373）5612

平成３0 年 7 月１５日

～

・

・

～

「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。
今回は、桜ヶ丘・和田・東寺方・愛宕・乞田・貝取・落川地区の協力店を紹介します。
地区

桜ヶ丘
和 田

東寺方
愛 宕
乞 田

貝 取

落 川

協力店名

協力内容

由井歯科医院
日吉商店
有限会社 森沢商店
株式会社エネル・ケア
アイ♥リハビリ・デイサービス
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
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
有限会社 宮福商店
魚勇

♥♦
♥♦
♥♦
♥
♥♦
♥♦♣
♥♦
♥♦

増田米穀店

♥♦
♥♦
♥♦
♥♦
♥♦
♣

♣災害時対応型
♠『車イス』貸出 『自動販売機』

▼問合せ・福祉協力店の受付 総務係

(373) 5611

日時・場所
日時 ８月１日(水)
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）

日時 10 月～3 月火曜日・木曜日
の午前または午後の４コース

温水プールでのリハビリは、整形疾
患や脳血管障害の後遺症などでお
悩みの方に最適です。

場所 二幸産業・ＮＳＰ健幸福祉
プラザ（総合福祉センター）５階
水浴訓練室

(373) 5612
対象・定員・費用

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

陶芸について学び、作品づく
りを通じて楽しく交流しましょ
う。

『バルーンアートであ
そぼう』
風船を使った楽しい遊びや
楽器づくりをします。

総合福祉センター将棋大会
参加者募集
申込時にグループを選んでください。
●挑戦グループ…段級位の有無やレベル
を問わず、ハンデなしの総平手での対局。
●交流グループ…段級位でレベル分けを
し、レベルの近い人同士での対局。レベルに
差がある場合はハンデをつける。

◆小地域福祉活動の推進に
元ご近所ふれあいの会
◆ボランティア・市民活動の推進に
匿名（2 件）
ＴＩＣ有志
東京海上ビジネスサポート（株）
◆ボランティア基金に
マジックエコー

11,330
11,000
3,600
100,000
3,000

重田畳店（鶴牧５丁目）
新井歯科医院（乞田）
コーヒーショップ白樺（貝取１丁目）
(有)東屋酒店（連光寺６丁目）
アトリエ来夢（関戸２丁目）
多摩市役所（関戸６丁目）
(有)宮福商店（落川）
増田米穀店（乞田）
多摩社協 ３階・7 階窓口
来夢

308
224
4,058
193
1,524
7,200
434
281
17,484
545

匿名
車いす 2 台
匿名
ハガキ 51 枚
中西 邦江
車いす 1 台
明治神宮崇敬会
洗剤２０セット
ベルジャポン株式会社 Kiri クリームチーズ１２ｋｇ入り３４ケース

平成 30 年度累計 （４月１日～6 月 30 日）

3 月 15 日発行のふくしだより 3 月号の寄付者名に誤りがございました。
ここに訂正し、お詫び申し上げます。
（誤）江戸神輿愛好会

（正）江戸神輿愛好会

❤ 問合せ・寄付の受付 総務係

(373) 5611

対象 多摩市に住所を有する
18 才以上の身体障害者手帳
をお持ちの方
定員 各コース
６人程度

日時 9 月 6 日～27 日
(木曜日、全 4 回)
午後 1 時 30 分～3 時 30 分

対象 多摩市に住所を有する
18 才以上の視覚障がいのあ
る方

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

定員 4 人(抽選)

日時 ７月 30 日・８月６日・20 日
（月曜日）
午前 10 時～正午

対象 多摩市に住所を有する
①60 才以上の方
②小学３年生～６年生

場所 二幸産業・ＮＳＰ健幸福祉
プラザ（総合福祉センター）2 階
陶芸室

定員 ①②各 5 人

日時 8 月 21 日(火)
午前 10 時～正午

対象 多摩市に住所を有する
①60 才以上の方
②小学３年生～６年生

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

内容 サロン、近所 de 元気アップト
レーニングについての説明
サロン活動の体験談など

７月 31 日(火)までに電話・FAX
で申込（申込先着順)
★まちづくり推進担当
（３７３）５６１６
（３７３）６６２９

日時 9 月 17 日（月・祝）
午後 1 時 30 分～3 時 30 分
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

内容 水中での機能訓練(ストレッチ・ 8月24日(金)までに二幸産業・Ｎ
ＳＰ健幸福祉プラザ（総合福祉
筋力トレーニング・歩行など)
センター）３階窓口または電話
※後日面談後、申請書・医師の意見
書提出あり
で申込
※心疾患(過去に診断された方も含む) ★地域活動支援センターあんど
失禁（オムツ使用）
、感染症のある方の
（３５６）０３０７
利用不可
（３５６）１１５５
内容 マイエディット（音声機能など
のあるパソコンソフト）の使い方

対象 小学生以上
定員 24 人
(定員を超えた場合抽選)
費用 無料

8月15日(水)までに二幸産業・Ｎ
ＳＰ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で申込
★地域活動支援センターあんど
（３５６）０３０７
（３５６）１１５５

持ち物 筆記用具・エプロン
７月 17 日(火)より二幸産業・
NSP 健幸福祉プラザ（総合福
祉センター）３階窓口または
電話申込(申込先着順)

費用 無料

費用 無料

(373) 5612
申込・問合せ

費用 500 円(テキスト代)

定員 ①②各 10 人

関戸睦

内容・持ち物、他

定員 20 人

費用 無料

『陶芸の作品づくりに
挑戦！ 』

103,000
30,000
4,057
379
5,000
5,737

費用 無料

後期（１０月～３月）
水中機能訓練

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
世
代
間
交
流
事
業

匿名（2 件）
原田 雄一（浪江町商工会会長）
浦松 重之
小山 みはる
永渕 信幸
佐藤 慧子

◎寄付者名の訂正とお詫び

♦多摩社市社協の

講師が丁寧に教えます。パソコンをは
じめてみませんか？

順不同・敬称略 (単位：円)

被災された方への支援物品としてお送りしているほか、生活困窮者にお渡ししています。

♥多摩社市協の
パンフレット類

視覚障がいパソコン教室
(Ⅰ期)

愛
の
箱

物
品
寄
付

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。

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。

一
般
寄
付

指
定
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

『ふれあい・いきいきサロ
ン』説明会

(平成 30 年４月 1 日～平成 30 年６月３０日)

有限会社 宮福商店

♥ふくしだより・パンフレット類 ♦募金箱 ♣自動販売機 ♠車イス

『愛の箱』

☆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☆

持ち物 筆記用具・はさみ・上履き・
ビニール袋（大）
★センター係
（３５６）０３０７
（３５６）１１５５

8月1日(水)～31日(金)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
所定の申込用紙に記入 ※はがき持参
往復はがき※８月31日(金)消印有効
往信裏面→氏名（ふりがな）・年齢・電話番号・段級位・挑戦か交流・
応募のきっかけを記入
返信宛名面→住所・氏名を記入
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
（３５６）１１５５

