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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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今月の公共料金、払っていたかしら？
心配だわ…

高齢者や障がいのある方が、福祉サービスを利用しながら、安心して地域で暮らせるように、権利擁護
センターに登録している「生活支援員」がお手伝いします。家に届く書類を一緒に確認したりするほか、銀行
や郵便局での公共料金や福祉サービス利用料などの支払い、生活費の引き出しなどを行います。

利用相談は、
まで！！
『権利擁護センター』
☎ 042（373）5677
042（373）5612
平日午前８時 30 分～午後５時（土・日・祝休み）

現在中
活躍す
で

福祉活動の経験がなくても大丈夫！
心強い先輩方がたくさんいます！

同じ趣味仲間で、生活支援員の活動を一緒にしてみないかと
２人を誘いました。今では３人とも趣味も生活支援員の活動
もして、充実した日々を送っています。

生活支援員（登録型）を募集します！
▶活動日時

 日午前８時30分～午後５時の内１～２時間程度、
平
月１～４日程度
▶報酬
１時間 1,000円
（別途交通費などとして、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があり、心身ともに健康で
熱意のある方
事業説明会
▷日時 ８月30日(月)午後２時～３時
▷場所 二幸産業・ＮＳＰ健幸福祉プラザ７階 705会議室
▷定員 ４名【8月27日㈮までに要申込】
※多数応募があった場合、場所又は日時が変更になる場合があります。
▶問合せ・申込：権利擁護センター
☎（373）5677

（373）5612

２ 令和３年７月15日

令和２年度

多摩市社会福祉協議会事業・決算報告
6,001,981円

もが安心して暮らせる福祉のまちづくり」の実現に向けた取り組みを掲
げておりました。

会員賛助金・寄付金など
5,549,325円

その他の収入

令和２年度は、第４次地域福祉活動計画後期計画の初年度として、
「誰

障害者福祉サービス等事業収入
103,211,520円

しかしながら、コロナ禍の影響により、これまで取り組んできた地域
での活動や業務の縮小・停滞を余儀なくされ、改めて人と人とが顔を
合わせての会合や拠点施設の重要性を再認識させられた 1 年でした。

介護保険事業収入

収入総額
4億5,407万8,704円

10,929,000円

その一方で、新たな業務の取り組みやネットワークの立ち上げも始ま
り、フードドライブ事業では、皆様からの寄付のほか、昨年 11 月に
発足した地域の企業や大学等のネットワーク連絡会「ゆるたまネット」

事業収入など

補助金
250,669,683円

4,822,029円

受託金

等、新たな協力企業も加わり、子ども食堂やコロナ禍で生活に困窮した

72,895,166円

世帯への支援を充実させることができました。また、権利擁護センター
には、成年後見制度に関する相談が前年度の 2 倍以上の 360 件寄せら

権利擁護事業を進めるため

れました。さらに、豊ヶ丘商店街内にて地域住民、関係団体の方々との
協働によりスタートした地域拠点「健幸つながるひろば とよよん」の

15,177,474円

その他のお金
75,434円

高齢者支援事業を進めるため
37,337,987円

運営支援を行いました。
なお、コロナ禍での収入減少に対する支援として開始した生活福祉資金
特例貸付は、今年 3 月末の時点では、約 4,600 件の相談と 2,000 件を

障がい者支援事業を進めるため
98,999,070円

超える申請がありました。

支出総額
4億6,207
6,206万9,181円

コロナ禍において、こどもの貧困や困窮世帯の増加、地域からの孤立

社協の運営のため
228,740,529円

などの生活課題が改めてクローズアップされる中、多摩市社協は地域福
祉の役割と重要性を再認識し、一層の創意工夫と地域との連携・協力を

地域での福祉活動のため

もって地域福祉の推進に取り組んでいきたいと考えています。
（収

入）
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単位：円

社協の運営のため
地域での福祉活動のため

81,748,687

障がい者支援事業を進めるため

98,999,070

高齢者支援事業を進めるため

37,337,987

権利擁護事業を進めるため

15,177,474

その他

454,078,704

【令和２年４月１日～令和３年３月31日】

228,740,529

75,434
合

計

※令和２年度の事業報告や決算の詳細は
多摩市社協 (http://www.tamashakyo.jp/)をご覧ください。

462,079,181

▶問合せ

多摩地域企業・大学等連絡会（ゆるたまネット）企画・主催

総務係：☎（３７３）５６１１

食料詰め合わせキット無料配布事業の実施報告とお礼

（３７３）５６１２

▶問合せ・食品寄付受付：ボランティア担当
☎（３７３）６６１１
（３７３）６６２９

ゆるたまネットでは、６月５日㈯・12日㈯に、新型コロナウイルス感染症などの影響を受け、生活にお困りの方を対象に、食料詰め合
わせキット（おひとり４日分）の無料配布を実施し、２日間で計86世帯、264名の方にお渡しすることができました。
多くの皆様からのご支援、ご協力をいただき、本当にありがとうございました。

食料をお渡しした方からのメッセージをいくつかご紹介！
精神的に励みになったという声
コロナ禍で収入が減り、苦しい生活が続いている中、今回の
キットを配布していたおかげで、精神的にも少しゆとりができ
て、親子でも楽しいひと時をすごすことができました。ご支援・
ご協力していただいた方々に、心より感謝申し上げます。
ボランティアをしたいという声
今後は自分の生活にゆとりができた際には、こういうボラン
ティアに参加できることがあればと心から感激いたしました。
皆様本当にありがとうございました。

▶配布内容
米、味噌汁、レトルト食品、インスタント食品
など ４日分、菓子、青果、生理用品、マスク、
消毒液など

▶寄付金品

・寄付金 10件 305,785円
・寄付品 85件 791㎏
寄付金は食材購入に活用させていただきました

【無料配布の第2弾を検討中】

アンケートでは、食品の他に、紙類（トイレットペーパー、紙おむつなど）、
マスクなどのニーズが寄せられました。アンケート結果も踏まえ、第２弾
の年内実施に向け検討中です。詳細は決まり次第お知らせいたします。

フードドライブは常時受付中！引き続きご支援をお願いいたします

食料詰め合わせキット 協力者・団体一覧(順不同・敬称略)

多摩市民の皆様/配送ボランティアの皆様/愛宕だれでも食堂/アマゾンデータサービスジャパン(株)/(一社)祥鶴/(特非)フードバンクTAMA/大妻女子大学/
オリーブきっちん/(株)ヴァリアント/(株)ダイエー (グルメシティ多摩店・foodium多摩センター店)/グラフィックアート・イオル/恵泉女学園大学/国士舘大学/
(福)すこやか会 のびのびっこ保育園/(福)至愛協会 りすのき保育園/(福)楽友会/(福)桜ヶ丘社会事業協会 桜ヶ丘延寿ホーム/(福)巨玉会 桜ヶ丘第一保育園/
しごと・くらしサポートステーション/すわハーモニーカフェ /(生協)パルシステム東京/多摩大学/東京ヴェルディ(株)/東京キリンビバレッジサービス(株)/東京
医療学院大学/東京海上日動システムズ(株)/東京多摩みなみワイズメンズクラブ/どんぐりパン/にじいろの会/ピンクララタマ/南多摩日本語の会/みんなで元気
はつらつ会/明治安田生命保険(相)/わくわく子ども食堂/吉祥院/多摩市/多摩市教育委員会/多摩市社会福祉協議会

あなたの思いが
地域を支えます！

♥ 問合せ…総務係

☎（373） 5611

（373）5612

令和３年７月15日 ３
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サロンなど居場所づくりの相談も

ボランティア体験 2021

新型コロナウィルス感染予防をしながら、オンラインや自宅で
できるボランティア活動を用意しました！
▶対象 子どもから大人まで、どなたでも！
▶活動プログラム ①高齢者施設で特技を披露しよう！
オンライン de ボランティア
共催：特別養護老人ホーム愛生苑

②Zoomで手話体験
～手話は聞こえない人の言葉。手でお話ししよう～
共催：多摩市手話サークル「クローバー」

〈福祉な ん で も 相 談 〉で ！
市内のコミュニティセンターや福祉館などで実施している〈福
祉なんでも相談〉では、
「地域の居場所をつくってみたい」
「近所
のサロンについて知りたい」などの皆様からのご相談にも応じて
います。お越しの際は事前にご連絡をお願いいたします。
※日程は、ふくしだより５月号をご覧いただくか、下記にお問合せください。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、中止や場所変更の場合があり
ます。

▶問合せ：まちづくり推進担当
（３７３）６６２９
☎（３７３）５６１６

③夏のお手紙を高齢者施設に届けよう！
協力：あい小規模多機能施設かりん、
あいグループホーム天の川

▶活動日・期間
▶参加費
▶申込方法

プログラムによって異なります。
無料 ※材料などご自身で用意する場合あり
７月 15 日㈭より申込受付開始。事前に必ず『夏の
リモボラ体験パンフレット』をお読みの上、各プ
ログラムにお申込み、ご参加ください。

※パンフレットは多摩ボラセン（ヴィータ・コミューネ７階）、多摩市社
協（二幸産業・NSP 健幸福祉プラザ７階）で配布、また多摩ボラセン
(http://www.tamavc.jp/) よりダウンロード可

後援

多摩市教育委員会

▶問合せ：ボランティア担当
（３７３）６６２９
☎（３７３）６６１１

！

画
援企

応

わ

つながろう！
「みんなの和」

今号より、コロナに負けずにがんばる、障がい福祉サービス事
業所の活動を応援・紹介する連載企画をスタートします。ぜひ、
皆さんの応援をお願いたします。
コラボたま

しごとば＆のんびりカフェ

ワークセンターつくし

風の家

（永山６丁目）
☎（３７５）３２３３

（愛宕 1 丁目・商店街内）
☎（３１３）７７６０

知的障がいのある方の通所施設
として、手すき和紙で半紙や丸はが
きなどを作成しています。お祭りな
どのイベントで製品を販売していま
したが、相次ぐ中止で大きな収益の
一つとなる販売ルートが絶たれてし
まいました。コロナ禍では、感染対
策をして制作を継続しています。

知的、身体、精神の各障がい、難
病の方の働く場として、カフェにて
調理・接客、無農薬野菜・手作り小
物などの販売をしています。コロナ
でカフェの休業中は、手作り弁当の
販売と配達に変更をしました。愛宕
地域のお一人暮らしの高齢者からの
注文が多くありました。調理の機会
が増え、調理技術が向上する好影響
をもたらしました。

おすすめ商品！
か

け

福 祉 フ ェス タ 2021

参加団体募集のお知らせ
「福祉フェスタ」は、多摩市で活動する福祉団体・地域団体等が
参加し、自主製品販売や活動内容に関する体験企画などを通じて、
市民の皆様に福祉の関心・理解を広げる機会として開催しています。
今年度の開催に向けて、参加団体を募集します。
なお、新型コロナウイルス感染症の状況により、開催中止、また
は参加条件の変更や参加可能な内容・団体数の制限をさせていた
だく場合があります。詳細はご相談ください。
▶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
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策へのご協力が必須となります

▶開催日時

10 月 17 日㈰

午前 10 時～午後３時

▶開催場所 二
 幸産業 ･NSP 健幸福祉プラザ および アクアブルー多摩
▶募集内容

①福祉に関する体験企画・相談会など
②自主製品などの販売
③展示（作品・活動紹介パネルなど）
④団体活動の発表
※９月中旬に参加団体説明会を開催予定です。

▶申込方法 ８月５日㈭までに参加申込書を、直接窓口または

FAX、郵送にて提出。
募集要項・参加申込書は
多摩市社協 （http://www.tamashakyo.jp/）
よりダウンロード可
▶問合せ：総務係 ☎（３７３）５６１１

（３７３）５６１２

※開催内容などの詳細は次号（９月 15 日発行）でお知らせいたします。

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

ら

（和紙ピアス）
【kakera】

なにか新しい商品ができないか
と、通所している方の感性の「かけ
ら」から生まれました。和紙作りか
ら色付けまでそれぞれの工程を分担
しています。
和紙製で軽く１個販売なので左右
違ったデザインで着けることができ
ます。ワークセンターつくしで販売
しています。

おすすめ商品！

手作りソーセージ

原材料にこだわり、添加物不使用
のためお子様でも安心して召し上が
れます。現在はカフェの営業を再開
しているのでランチで召し上がれま
す。ソーセージのみの販売もしてい
ます。

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おり
ますが、申請期間が８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、下記へお問い合わせください。
▶問合せ：総務係（貸付担当）☎（３７３）５６２２
受付：月曜～金曜の午前９時～午後５時

ふくしだよりの掲載広告募集 !!
70,000部発行し、市内全戸配布および市内各
コミュニティセンターや公民館などの公共施設に
配架します。広告媒体としてぜひご活用ください。

絵の具で色付けの様子。色合いに感性が
光ります。

ひき肉をこねる時も、スパイスの分量や
温度管理に気を付けています。

▶問合せ：センター係 ☎（３５６）０３０７

（３５６）１１５５

発 行 月

原則

申込〆切

発行月の前月10日頃

隔月（奇数月）15日

規

格

①縦53mm×横59mm

刷

色

4色

広 告 料

②縦53mm×横119mm

①15,000円

▼問合せ 総務係
ＴＥＬ ０４２（３７３）５６１１

②27,000円
ＦＡＸ ０４２（３７３）５６１２

（３７３）５６１２
※祝日は除く

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

４ 令和３年７月15日

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 3 年４月 1 日～ 5 月31日） 順不同・敬称略（単位：円）

一般寄付
愛の箱

伊野 弘明
相澤 良夫
連光寺本村自治会 日生住宅
匿名（２件）

50,000
30,000
3,000
14,000

青木屋（諏訪 5 丁目）

10,655
3,000
5,000
10,000
5,000
50,000
55,785
50,000
5,000
50,000

物品

20,000

合計

匿名

生理用品

４月１日～５月31日

361,440

2021年度累計（令和３年度４月１日～令和３年５月31日）

361,440

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できます。
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。

寄付金に関する問合せ・寄付の受付
総務係：☎（３７３）５６１１

講座のご案内

フードドライブ

その他

◆ボランティア・市民活動の推進に
マジックエコー
TIC 有志
◆フードドライブ用の食材購入費用として
妹尾 浩也
住安 隼夫
峯岸 忠
東京海上日動システムズ（株）
（株）
としまフューネス
東京多摩みなみワイズメンズクラブ
匿名（１件）
◆子ども食堂への支援として
匿名（１件）

千原 良子…インスタント食品、お菓子、缶詰、味噌、ジャム、小麦粉など
吉本 冬樹…切り餅など
小野 令…ドリップ式コーヒーなど
南雲 菜穂子…濃縮果汁ボトルなど
みんなで元気はつらつ会…レトルト食品、インスタント食品、乾麺、のり佃煮など
にじいろの会…パスタなど
南多摩日本語の会 有志…乾麺（パスタ）など
吉祥院…クッキー、缶詰など
アマゾンデータサービスジャパン(株)
…レトルト食品（ごはん）、インスタントラーメンなど
明治安田生命保険相互会社(株)…パスタ、乾麺、缶詰など
マイニチWOW'ON【(株)ヴァリアント】…お菓子多数
(株)ダイエー（グルメシティ多摩店、foodium多摩センター店）
…調味料、スナック菓子、レトルト食品、缶詰、インスタントラーメンなど
(生協)パルシステム東京…お米、調味料など
(特非)フードバンクTAMA…レトルト食品（親子丼の素）
(福)楽友会 白楽荘…レトルト、カップ麺など
(福)すこやか会 のびのびっこ保育園…乾麺、缶詰、コーヒー、お菓子など
(福)巨玉会 桜ヶ丘第一保育園…レトルト食品、缶詰、調味料、乾麺など
(福)至愛協会 りすのき保育園…レトルト食品、缶詰、お米、麦茶など
(福)桜ヶ丘社会事業協会 桜ヶ丘延寿ホーム
…インスタント食品、お菓子、缶詰、レトルト食品など
多摩市役所 職員有志…お米、パスタ、レトルト食品、お菓子など
匿名
（46件）…お米、アルファ米、お菓子、缶詰、インスタント食品（スープ、即席
、調味料（醤
麺など）、レトルト食品（牛丼、カレー、パスタソースなど）
油、ケチャップ、味噌、油など）
、その他多数

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

【お詫びと訂正】
ふくしだより195号4面のフードドライブの報告において、ご協力いただいた方のお名前に
誤りがございましたので、お詫びし訂正いたします。誠に申し訳ありませんでした。

（３７３）５６１２

日時・場所

はじめてのボランティア
ポイント説明会

日時 ８月12日㈭、９月９日㈭
午後２時から１時間程度
場所 ヴィータ・コミューネ７
（にゃんともTAMAる
階（多摩ボランティア・市民活
ボランティアポイント） 動支援センター）

正： 大野 崇智

様

誤： 大野 宗智

日時 ９月８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）

様

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

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

（３７３）６６２９

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

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 ８月18日、９月22日、10
月20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
内容 障がいのある子の親なきあ
いのある方と家族
との生活、制度や福祉サービス
定員 ①②各枠１家族（申込先着
などの相談に応じます。
順）
相談員：渡部 伸 氏
費用 無料
（行政書士）

聞こえと補聴器の
相談会

日時 ９月25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

親子体操教室（後期）

日時 10 月２日～２月 19 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

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
※親子体操教室（後期）は、９月
８日㈬まで申込受付

＊上記以外に、
「障がい者体操教室」「視覚障がい者パソコン教室」
「障がい者パソコン教室」の参加者も募集します。詳細は「あんど」までお問合せください。

●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。

