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令和 3 年度 赤 い 羽 根 共 同 募 金 がはじまります
運動期間 １ ０ 月 １ 日 ～ １ ２ 月 ３ １ 日
「つながりをたやさない社会づくり～あなたは一人じゃない～」

今年も「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
している人たちが、地域で安心して暮らせるように、多摩市内で活動している福祉団体・施設を支援する
ためのものです。また、この募金の一部は災害ボランティア活動にも活用されています。
皆様のあたたかいご支援ご協力をお願いいたします。
なお、街頭募金活動は、感染防止のため中止させていただきます。ご了承ください。

★募金方法★
自治会・住宅管理組合などを通しての募金

新しいスタイルの募金方法始めました！

赤い羽根共同募金ａｕＰＡＹ 募金
au 以外のキャリア（携帯会社）でもご利用いただけます
★販売期間：１０月
★販売金額

1

※事前にａｕＰＡＹアプリのインストールが必要

日㈮ ～１２月２４日㈮ まで

★ au PAY 募金とは…
・人との接触がなく、現金の取り扱いもない
“キャッシュレス募金”
・個人の意志によって協力できます。
・年間を通して募金することも可能です！

1 個 500円（うち100円を募金）

★チャリティお菓子取り扱い店
・きっちん空（貝取北商店街）
・ぐりーんぴーす工房（落合商店街）
・グループ TOMO（永山商店街）
・喫茶れすと（ベルブ永山３階）

操 作 方 法

① auPAYアプリをインストール（Google Play、Appストアから）
② auPAYアプリを立ち上げ、
「コード支払い」
（アプリ

★販売金額

画面下部）にて下記のQRコードを読み取る。

1,000円（500円分を使用可能）

③「東京都共同募金会

※１０月１日㈮から販売（なくなり次第終了）

度

④ 支 払 確 定 画 面 で 募 金 額 を ご 確 認 の 上 、
[支払いを確定]をクリックする。
⑤ お支払い（募金）完了。
※1回あたりの手数料(3.25％)が差し引かれ、手数
料を差し引いた金額が、募金額となります。

※振込手数料は別途自己負担

令和２年

※領収書は発行されません。ご注意ください。

三菱 UFJ 銀行 多摩支店 普通預金 番号４４６３６９７
口座名義：共同募金会 会長 伊藤雅子

赤い羽根共同募金のご報告

赤い羽根募金用
Ｑ R コード
※a
 u PAY ア プ リ内 の
読み取り機 能をご 利
用ください。

ａｕ ＰＡＹ で“つながりをたやさない社会づくり”

地域配分（令和４年度使用分 B 配分）の申請受付について
申請についての詳細は下記までお問い合わせ下さい。

募金総額

1,028,678 円

▶対象団体（応募資格）

多摩市内に所在する、児童厚生施設、保育施設（保育室・認証保育所含む）
、障がい児・者の
就労および地域生活支援を行う施設・団体など

温かいご支援、ご協力をいただきありがとうございました！
昨年度は、市内の福祉団体・施設など９団体に配分され、
団体・施設内の利用者支援のための費用、新型コロナウイル
ス感染予防対策の環境整備として空気清浄機購入やパーテー
ション設置費用などに充てられました。

▶申込・問合せ

る！

[請求額]欄に募金額を入力する。(金額は任意)

★販売場所（下記窓口のみで販売）
・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）

◆振込先

多摩地区協力会」の画面で

気軽に
募金で
き

東京都共同募金会

▶申 請 額
１施設（団体）30万円以内

※申請する事業費の75％以内を申請額としてください。

▶募集要項・申請書類
多摩市社協の窓口配布及び

▶提出期限

からダウンロード (http://www.tamashakyo.jp/)

１１月５日㈮ 必着

多摩地区協力会（事務局：総務係） ☎（３７３）５６１１

（３７３）５６１２

２ 令和３年９月15日

≪地域活動支援センター「あんど」より≫

高次脳機能障害をご存じですか？

＊高次脳機能障害とは…
脳血管疾患や交通事故等で脳に損傷をうけ、思考記憶力・判断力の低下、言語障害などの症状により、日常生活に支障が
生じるものです。外見からわかりにくく、
自覚することが難しいため、
家族も戸惑い、
生活上のトラブルも少なくありません。

●パートナー（配偶者）むけ個別相談
日常生活の困りごとや知りたい福祉制度、育児のこと、お金のこと、
仲間づくり、
・・・働き盛りの世代の家庭が抱える不安や悩みは様々

●当事者の方の集まり、家族会
コロナ禍で外出の機会が減るなど以前とは違う日常を送っている方も、
一人で悩まず、思いを共有してみませんか。
※活動日については事前にお問合せください。

です。福祉の専門職と一緒に考えてみませんか？

①午後１時

多摩市失語症友の会「こだま」

活動日

毎月第１土曜日

②午後２時

場

所

二幸産業・NSP健幸福祉プラザ4階

対

象


多摩市に住所を有する65歳未満の高次脳
機能障がいのある方のパートナー、ご家族の方など

失語症や構音障がいを持つ方と家族の自主グループです。言語聴覚士・
会話パートナーの支援のもと、同じ境遇の人たちが励ましあい、学習しあい、
交流する会です。楽しみながら一緒に活動していきましょう。
活動日

第１土曜日

午後１時３０分より

高次脳機能障害友の会「ら―ふ」
高次脳機能障がいのある方とその家族・介護者が出会い、互いの経験を
もとに様々な情報を交換しています。「暮らしにくさ」を共有して、明日の
力にしていきましょう。専門職による相談や社会資源についての情報提供
もあります。

地域活動支援センター「あんど」では、
他にも当事者の方向けのグループ活動も
実施しています。関心のある方はお問い
合わせください。

活動日

隔月第３土曜日

午後２時より

▶申込・問合せ センター係（相談専用）☎（３５６）０３４８

進学を応援します！
教育支援資金（生活福祉資金）のお知らせ
高等学校・専門学校・短大・大学などに在学または進学予定のご家
庭（要件にあてはまる低所得世帯）に無利子で学費や入学金などの
貸付を行う制度です。ただし日本学生支援機構の奨学金制度や、母子
父子寡婦福祉資金貸付（ひとり親世帯）などの他制度の利用が優先と

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
しておりますが、申請期間が１１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、下記へお電話でお問い合わせください。

なります。

▶問合せ 総務係（貸付担当）
（３７３）５６１２
☎（３７３）５６２２

教育支援資金の種類・貸付限度額

受付：月曜～金曜の午前９時～午後５時 ※祝日は除く

高等学校
短期大学
専修学校
高等専門学校
専修学校
（高等課程）
（専門課程）
教育支援費
（月額上限額）

大学

52,500円/月 90,000円/月 90,000円/月 97,500円/月

就学支度費
500,000円以内
（入学時のみ対象） 入学する学校の入学金を限度額の範囲で貸付いたします
・未払いである場合が対象になります。
・送金まで１ヶ月半程度かかります。

多摩市社会福祉協議会嘱託職員募集
職種

職務内容

②在 宅 サ ー ビ ス コ ー 同行援護事業に関する各種業務
週４日
ディネーター
（計画作成、派遣調整、請求など
（月～金）
（同行援護）
の業務）

１名

※勤務場所は①②とも二幸産業・NSP健幸福祉プラザ（多摩市総合福祉センター）
※詳細は募集要項をご覧ください

返済方法 卒
 業後６カ月の据置期間後、計画に沿った金額で毎月返済し

▶募集要項配布

ていただきます。
※申請は多摩市社協で受け付けし、審査は東京都社会福祉協議会で行います。
貸付には要件があり、対象とならない学校もありますので、ご相談ください。
※貸付から返済までの過程で、民生・児童委員による相談支援を受けていた
だきます。

・多摩市社協 （http://www.tamashakyo.jp）よりダウンロード可
・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7階）
・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）

▶締切 ①②とも募集人数に達するまで
▶応募 所定の履歴書、課題論文、資格証明書等を下記に持参、または郵送

★来所される前にお電話でご相談ください。

▶問合せ 総務係（貸付担当）

あなたの思いが
地域を支えます！

募集人数
１名

▶採用日 ①１１月１日以降 ②１０月１日以降

福祉フェスタ２０２１
開催中止のお知らせ

勤務日

地域福祉活動支援センターの講
①地 域 活 動 支 援 セ ン
週４日
座等の企画や実施運営、情報処
ター事務員
（月～金）
理等の各種業務

返済期間 最長１４年以内

☎（３７３）５６２２

（３５６）１１５５

（３７３）５６１２

〒206-0032 東京都多摩市南野3-15-1 二幸産業・NSP健幸福祉プラザ7階
多摩市社会福祉協議会 総務係 宛

▶問合せ 総務係 ☎（３７３）５６１１

（３７３）５６１２

１０月１７日㈰に予定しておりました「福祉フェスタ２０２１」は、
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
中止とさせていただきます。また、例年同日に開催していました福祉バザーも中止とし、バザーへの物品
寄付は現在募集しておりませんので、ご了承ください。
♥ 問合せ…総務係

☎（373） 5611

（373）5612

令和３年９月15日 ３

第４回 地域ささえあい歳末チャリティゴルフ大会
開催日：１２月６日㈪ ※雨天決行
場 所：府中カントリークラブ
▶定

員

▶参 加 費
▶プレー費
▶申込方法

（中沢１- ４１- １）

１２０人（申込先着順）

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
ています。この大会での募金は、自治会などが行う
地域での交流事業や、地域の居場所づくり（サロン
活動）･ ボランティア活動などへの支援のために活用
いたします。

3,000 円（地域ささえあい募金）
21,400 円
（昼食代、キャディ・カート代、利用税込。当日会場にてお支払い）
１０月１日 ㈮ ９時より予約受付開始。
まずはお電話にてお申し込みください。

※プレー終了後の表彰式・懇親会は行いません。
※新 型コロナウィルス感染症の影響により中止する場合があるため、参加費の集金
時期は開催決定後に改めてご案内します。
※プ レー時における新型コロナウィルスの感染拡大予防対策については、府中カン
トリークラブの （https://www.fuchucc.com/）をご覧ください。
▶申込・問合せ

総務係

☎（３７３）５６１１

( ３７３) ５６１２

～地域の支えあい活動を応援します～
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 ２次募集受付中！！
▶交付対象事業および助成額
対象事業

活動助成金

設立助成金

区分 1 住
 民主体の継続的
な福祉活動

50,000円

50,000円

区分 2 福
 祉に関する取り
組みや啓発活動

20,000円

区分 3 地域交流事業

10,000円

～ご協賛のお願い～

大会への協賛品・協賛金のご協力をお願いいたしま
す。趣旨に賛同し、ご協賛いただける場合は左記まで
ご連絡ください。ご協賛者名については、大会でのお
知らせや、ふくしだより（１月号）
・多摩市社協 (http:
//www.tamashakyo.jp/) にて掲載いたします。

！
企画

応援

わ

つながろう！
「みんなの和」

コロナに負けずにがんばる、障がい福祉サービス事業所を紹介し
ます。今回はお弁当編です！

空（そら）

NPO法人どんぐりパン
ご近所
助成金の
支えあい
手引き ハンドブック

（貝取１丁目・貝取北商店街内） ☎（３１６）９９２６
知的、発達、精神の各障がいのある方が地域で働く場として、地域の方や企
業の方へのお弁当作りなどの活動をしています。
コロナ禍でお弁当の注文が減り、併設する食堂「きっちん空」も店内飲食を
休止していましたが、現在は感染予防対策を徹底し、店内での飲食も再開して
います。コロナ禍で生活に困窮する家庭にむけてお弁当を配付する、食を通し

※金額は上限額です。事業区分により交付条件が異なります。詳細は手引き
（ＱＲコードより入手可）をご確認ください。

申請期限

参加者募集

１０月２９日 ㈮

た支援活動にも取り組みました。
おすすめ商品！「手づくりジャンボ焼売弁当」

「きっちん空」「どんぐりパン（諏訪名店街内）」で販売

▶申込・問合せ まちづくり推進担当
☎（３７３）５６１６

※日替わりメニューのため、毎日販売はしていません

（３７３）６６２９

あなたのチカラを地域のために
「たすけあい有償活動協力員」を募集しています
高齢や病気などにより日常生活でお困りの方を、地域の皆様が協力員と
なって支え合う、有償の助け合いの仕組みです。

★あなたも協力員として登録しませんか

手作りにこだわり、野菜たっぷり、管理
栄養士がバランスを考えた献立を提供して
います。季節限定メニューなどもあります。
お弁当は１つから市内に配達しています。

通所者は、食材の買い出し、
仕込み、製造、配達や片付け
までほとんどの作業に関わっ
ています。

市内及び近郊にお住まいの１８歳以上の健康な方で福祉に理解のある方
であれば、性別、経験、資格は問いません。
活動は登録後、お住ま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。
▶活動内容 掃除、買い物、通院介助、草取り、調理、大掃除、衣替え
など

NPO法人あしたや共働企画

あしたや

（諏訪５丁目・諏訪名店街内） ☎（３７６）１４６５
ハンディがあるなしに関わらず「共に働く場」を目指し、
「あしたや」
「あしたや
みどり」
「はらっぱ」の 3 店舗の運営を中心に活動しています。お弁当製造等をは

▶活 動 費 １時間700 ～ 1,000円（交通費は実費支給）
※詳細はお問合わせください。

じめ、クラフト、古本リサイクル、公園や保育園等の清掃、ポスティングなどの仕
事で、それぞれの力を発揮しています。
コロナの影響で、販売の機会となるイベントでの出店がなくなりましたが、一方で

★協力員登録説明会
▶日

時

１１月２６日㈮

▶場

所

大栗川・かるがも館

▶定

員

１５人

午前１０時～１１時３０分
会議室

おうち時間が増えていることで、ダンボールコンポストや古本の販売が伸びました。
おすすめ商品！「日替わり弁当」

「あしたや」、ベルブ永山３Ｆ「はらっぱ」で販売

※新型コロナウイルス感染症の影響により中止する場合があります。
募集は随時行っております。お気軽に下記までお問い合わせください。
多摩市社協メルマガ配信
配信希望の方は

▶申込･問合せ entry@tamashakyo.jpに
まちづくり推進担当

空メールを送信または、
（３７３）６６２９
☎（３８９）３３４４
QRコードから!

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

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

ごはんがおいしい！安心安全の
こだわり食材と旬の野菜をたくさ
ん使用。調味料ももちろん無添加
です。

野菜の下ごしらえ、調理、盛り付け全
てにハンディをもつメンバーが関わり、
お昼の時間に間に合うように、声を掛け
合いながらみんなで作っています。

▶問合せ：センター係 ☎（３５６）０３０７

（３５６）１１５５

４ 令和３年９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★
一般寄付

（令和 3 年６月 1 日～７月３１日） 順不同・敬称略（単位：円）

KDDI（株）
匿名（3 件）

太田 和徳…お米

49,280
50,000

愛の箱

中沢鍼灸接骨院（唐木田１丁目）
（株）青木屋（諏訪５丁目）
（株）麻生徽章（落合６丁目）

川面 忠男…お米
大野 崇智…お米

6,336
7,175
23,512

三井 健…お茶
桜井 眞理…お米、缶詰、レトルト食品、乾麺、お菓子など
上甲 智祥…非常食（チキンライス、山菜おこわ、赤飯、おかゆなど）

2,000
148,220
（商品券）100,000
10,000

物品

238,074

合計

石川 悦郎
匿名（1 件）

安全靴
鉄道模型

６月１日～７月３１日

634,597

令和３年度累計（４月１日～７月３１日）

798,537

速水 和子…乾麺（そうめん）
フードドライブ

その他

◆小地域福祉活動の推進のために
匿名（１件）
◆ボランティア・市民活動の推進に
KDDI（株）
東京海上ビジネスサポート
（株）
匿名（１件）
◆フードドライブ・子ども食堂支援として
匿名（７件）

長谷川 恵子…缶詰

東京キリンビバレッジサービス（株）…清涼飲料水

（株）
ステップ…ゼリー詰合せ
東京海上日動システムズ（株）…缶詰
マイニチWOW'ON【（株）ヴァリアント】…お菓子多数
グルメシティ多摩店
…調味料、スナック菓子、レトルト食品など
foodium多摩センター店
…缶詰、即席麺、調味料など

（福）
楽友会 特別養護老人ホーム白楽荘…アルファ米

寄付金のご協力のお願い

匿名
（57件）…お米、乾麺（そうめん、そば、パスタ、うどんなど）
、
お菓子、缶詰、瓶詰、インスタント食品（みそ汁、
即席麺など）、レトルト食品（パックご飯、カレー、
スープ、パスタソースなど）、ジュース、調味料（醤
油、ケチャップ、味噌、ルゥ、めんつゆ、食用油、
小麦粉など）、各種非常食、など多数

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
NPO・ボランティア・
市民活動個別相談会

大乗寺…お米、即席麺、缶詰、乾麺、レトルト食品など

フードドライブの問合せ・食品寄付受付
（３７３）５６１２

日時・場所

ボランティア担当：☎（３７３）６６１１

対象・定員・費用

日時 10月13日 ㈬、11月10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）

内容・備考

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

（３７３）６６２９

申込・問合せ
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

はじめてのボランティア
ポイント説明会

10月14日 ㈭、11月11日 対象 65才以上で、多摩市介護 内容 ボランティアポイントの概
午後２時から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
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
階（多摩ボランティア・市民活 費用 無料
険者証
ボランティアポイント） 動支援センター）
詳細は多摩市ＨＰ
（http://www.city.tama.lg.jp/0000003049.html）
に掲載
日時

㈭

親なきあと個別相談

日時 10 月 20 日、11 月 17 日、 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
12月15日（各水曜日）
いのある方と家族
との生活、制度や福祉サービス
①午後１時～②午後２時～（各 定員 ①②各枠１家族（申込先着 などの相談に応じます。
順）
枠45分程度）
相談員：渡部 伸 氏
場所 二幸産業・NSP健幸福祉
費用 無料
（行政書士）
プラザ３階

視覚障がい者
パソコン教室

日時 11月４日～ 11月25日（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 ワードの
使い方
持ち物 筆記用具

聞こえと補聴器の
相談会

日時 11月27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

（ワードコース）

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

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
※視 覚 障 が い 者 パ ソ コ ン 教 室
（ワードコース）は、10月6日
㈬まで申込受付

●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。

