2022年（令和４年）

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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あな た の“ 思 い ”が
地域を支えます!
多摩市社会福祉協議会 会員募集

多摩市社会福祉協議会は、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らしていける「福祉のまちづくり」に
取り組んでいます。地域での支えあいのために、多くの皆さまのご支援ご協力を宜しくお願いいたします。

地域の福祉活動は
会員賛助金で支えられています

写真：サロン「この指とまれ」

（活動の一例）

写真：連 光寺・聖ヶ丘地域福祉推進委員会
Zoom講座

写真：子ども・だれでも食堂

地域の居場所づくりに
 れあい・いきいきサロン
ふ
活動

地域での支えあいの
仕組みづくりに
たすけあい有償活動

福祉情報の提供に
地域の福祉活動に
地域福祉推進委員会の活動

自治会・住宅管理組合が行う
福祉活動の支援（助成事業）

 くしなんでも相談など
ふ
（相談会の開催）

ボランティア・
市民活動などに

 くしだよりなどの広報
ふ
紙の発行

ボランティアの派遣

多摩市社協ホームページ

ボランティア講座や市民活動へ

の更新

の支援
災害ボランティアセンター設置
フードドライブ事業

「会員」とは…
❶個人会員

年額

500 円 以上

❷団体会員

年額 3,000 円 以上

❸特別会員

年額 10,000 円 以上

※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。

会員加入（賛助金納付）
の方法

「会員」の種類と賛助金額

多摩市社協の活動に賛同し、財政面で活動を支えていただく方です。
皆さまからの支えは、地域福祉の充実を図る上で貴重な財源になります。
多摩市社協、多摩ボランティア・市民活動支援センターの各窓口にて
地域の自治会、住宅管理組合や各団体を通して
専用の振込用紙（郵便払込取扱票）を使って
 郵
 便局窓口・ＡＴＭで現金払込の場合、払込手数料 110 円が別途かかります
（ゆうちょ銀行の通帳・カードからの場合は手数料無料）

多摩市社協理事・評議員・活動協力員などを通して
パソコン・スマホからの払込（電子決済）※詳細はお問い合わせください
Ｗｅｂサイト「シンカブル（Syncable）」から
シンカブル
https://syncable.biz/

▶申込・問合せ

総務係
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会員賛助金の報告
今年度は 3,438,000円を納入いただきました。（令和4年2月25日現在）
多くの方々にご賛同いただき、誠にありがとうございました。

自治会・住宅管理組合協力一覧（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）
セザール聖蹟桜ヶ丘管理組合
連光寺向ノ岡自治会
連光寺本村自治会
みどり会自治会
京王一の宮自治会
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
聖ヶ丘三丁目東町会
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
メゾン聖ヶ丘管理組合
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
上和田自治会
和田さくら自治会
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
永山自治会
瓜生自治会
貝取第一自治会
豊ヶ丘一丁目自治会
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３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
愛宕２丁目住宅管理組合
多摩ニュータウンフレール愛宕管理組合
コンセボール２１多摩団地管理組合

企業・事業所等

稲場 和子
永吉 恭二
榎本 稔

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
ライオンズガーデン多摩永山管理組合
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５－３０住宅管理組合
タウンハウス永山５－３４住宅管理組合
プロスペアー多摩永山管理組合
永山みずき会
多摩ニュータウン永山３－１２自治管理の会
貝取団地・樫の木会
都営貝取２－４自治会
都営貝取５－１自治会
豊ヶ丘６－１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１－３１団地管理組合
グリーンヒル貝取１－３４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
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丁目１番住宅管理組合
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
豊ヶ丘２－１住宅管理組合

グリーンテラス豊ヶ丘団地管理組合
豊ヶ丘３丁目３番団地管理組合
リビオ多摩センターパ－クトラス管理組合
コスモフォーラム多摩管理組合
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丁目高層棟自治会
落合４の３自治会
落合４－５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丁目新西町会
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
ダイアパレス多摩センター管理組合
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
光建自治会
ハイライズタウン鶴牧－６団地管理組合
アルテウ゛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
落合自治連合会

特別会員加入一覧（敬称略・順不同）

ケル㈱
トヨタ西東京カローラ㈱
マーニン 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㈱
泰永会 宮国医院
福志会 関戸達哉クリニック
一眞会 佐々部医院
日本食品分析センター 多摩研究所
永山運送㈱
介護老人保健施設 聖の郷
㈻大妻学院
㈱コミュニティネット ゆいま～る聖ヶ丘
㈱タイコー
㈱ティー・エム・シー 丘の上薬局
㈱としまフューネス
㈱コイズミプランティション

個人

ありがとう

※回覧・集金・団体での加入などでの取組

㈱ベネッセコーポレーション
㈱共同印刷所
㈱太平洋シルバーサービス シルバーシティ聖蹟桜ヶ丘
㈱日本電力サービス
㈱麻生徽章
吉祥院 津守 範学
小川組
今治建設㈱
桜ヶ丘商店会連合会
楽友会
啓光福祉会 啓光学園
桜ヶ丘社会事業協会
日本心身障害児協会 島田療育センター
緑野会 みどりの保育園
新都市センター開発㈱
川崎歯科医院

多摩市社会福祉協議会 職員労働組合
多摩市点字サークル「トータス」
多摩大学 産官学民連携センター
大井会計事務所
中央商店会
都市農住事業㈱
東京エレクトロン㈱
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 多摩事業所
二幸産業㈱
㈲カサイ
㈲横倉商事
㈲小林洋文堂
㈲弥生園 フラワーショップやよい
東京海上日動システムズ㈱

特別会員加入一覧（敬称略・順不同）
河 幹夫
笠木 昭
吉田 隆

国原 惇一郎
山口 靖紀
小山 勲

小山 貞子
小野塚 文男
小林 誠治

小林 満起子
小澤 貞次
松尾 俊治

松野 健二
石坂 政雄
石川 京子

▶問合せ

川辺 辰雄
大久保 織江
長谷 亙二

総務係

渡辺 智子
八木 英太郎
片桐 康雄

林 一雄
伊藤 雅子
井上 勝

☎ （３７３）５６１１

東島 亮治
大久保 雅司
髙原 光立
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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）の報告

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。

●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）

1,072,741円
1,901,305円

「赤い羽根共同募金」は、市内の高齢者支援や障がい者支援の施設・団体等の備品整備や事業活動、
「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（敬称略・順不同）

地域ささえあい募金
歳末たすけあい運動

※募金、募金箱設置、街頭募金活動などへの取組協力

多摩市民生委員協議会

東京キリンビバレッジサービス㈱

ふらっと東寺方

多摩市役所

コカ・コーラボトラーズジャパン㈱

すいすいサロン

多摩市老人クラブ連合会

都市農住事業㈱

桜ヶ丘まちネット

ＪＡ東京みなみ多摩地区女性部

二幸産業・NSP グループ㈱

ふれあいトムとも

正夢の会 コラボたまワークセンターつくし

KDDI ㈱

ほっとネットしょうぶ

楽友会

たま介護会

関・一つむぎ館

桜ヶ丘社会事業協会

にじいろの会

ひじり館

大和会

ひなの会

ゆう桜ケ丘

ピオニイ福祉会 ピオニイ第二保育園

多摩市音訳グループ繭

愛宕かえで館

至愛協会

ボランティアサークル「絵手紙くるくる」

貝取こぶし館

すこやか会 のびのびっこ保育園

多摩市要約筆記サークル

からきだ菖蒲館

緑野会

多摩市点字サークル「トータス」

大栗川・かるがも館

日本心身障害児協会 島田療育センター

点訳サークルこがめ

㈱タイコー

啓光福祉会 啓光えがお

小さな天使

青木屋

時の会 ぐりーんぴーす工房

多摩市手話サークル「クローバー」

Café Way

(NPO) 障害者自立支援センター多摩

多摩市国際交流センター

重田畳店

(NPO) どんぐりパン

多摩マンション管理組合連絡会

かんじ鍼灸院

(NPO) 暉望

多摩市災害ボランティアの会

㈲森沢商店

(認定NPO) 多摩草むらの会

諏訪ゴルフ会

川﨑歯科医院

(NPO) 瓜生福祉会

多摩市少年野球連盟

(NPO) ハーモニー

東京都立多摩桜の丘学園

ヘアサロン ラポール

(NPO) わこうど 若人塾 / 未来樹

健康麻雀友の会

多摩興運㈱ 多摩エコ・ステーション

(NPO) 多摩市身体障害者福祉協会 売店ひまわり

金聖会

ココカラファイン薬局 多摩センター店

(NPO) 多摩生活サポートセンター

ふれあいサロン結

POLA THE BEAUTY 多摩センター店

百草ことぶき会（老人クラブ）

まどかストレッチサロン

二木ゴルフ 多摩センター店

あおぞら会（老人クラブ）

サロン ひなの会

多摩大学

近トレ 丘の上

㈲小山商店

東京多摩ロータリークラブ

連光寺志学サロン

㈱システム企画 独楽寿司 永山店

東京海上日動システムズ㈱

なごやか健幸体操の会

マイニチＷＯＷ ' ＯＮ

西都ヤクルト販売㈱

オーベル近トレクラブ

コーヒーショップ白樺

真潭会 新井歯科医院

福志会 関戸達哉クリニック

自治会・住宅管理組合協力一覧（敬称略・順不同）
一ノ宮自治会

大貝戸自治会

ホームタウン豊ヶ丘－２団地管理組合

桜ヶ丘一ノ宮自治会
関戸自治会
ファインコート聖蹟桜ヶ丘自治会
連光寺向ノ岡自治会
みどり会自治会
京王一の宮自治会
エステート聖ヶ丘－２－東団地管理組合
エステート聖ヶ丘－３団地管理組合

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５丁目自治会
ホームタウン諏訪１－７１団地管理組合
グリーンメゾン諏訪住宅管理組合
永山五丁目自治会
永山６丁目自治会

都営落合団地自治会
南野３丁目町会
鶴牧５丁目西町会
カインドステージ京王多摩センター管理組合
多摩ニュータウン落合三・一団地（D ブロック）管理組合
落合団地（A) 管理組合
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

桜ヶ丘二丁目の会

永山ハイツ住宅管理組合

ホームタウン落合－５団地管理組合

桜ヶ丘四丁目自治会
中和田自治会
和田さくら自治会
東寺方自治会

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
タウンハウス永山－５住宅管理組合
ヒルサイドテラス豊ヶ丘ー１管理組合

グリーンコープ落合団地管理組合
タウンハウス鶴牧４丁目住宅管理組合
下落合自治会
山王下自治会

永山自治会
瓜生自治会
貝取第一自治会
あたご第２ブロック自治会

エステート豊ヶ丘２－６住宅管理組合
グリーンテラス豊ヶ丘団地管理組合
豊ヶ丘３丁目３番団地管理組合
コスモフォーラム多摩管理組合

中組自治会
唐木田自治会
中沢一丁目団地自治会
ガーデンコート多摩センター管理組合

あたご第３ブロック自治会
愛宕分譲地自治会
サバ―ビア２１多摩住宅管理組合

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

落合自治連合会

その他、口座振込による募金など、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。
中央共同募金会はねっと (http://hanett.akaihane.or.jp/)

▶問合せ

総務係

☎ （３７３）５６１１

（３７３）５６１２

４ 令和４年３月15日

令和３年度

令和３年度福祉大会に寄せて

多摩市社会福祉協議会

福

祉

大

日頃から多摩社会福祉協議会の活動にご支援・ご協力を賜り、心から感謝申し
上げます。
今年度こそは、大会式典を通して多くの方々にお礼を申し上げたかったのですが、
やむなく開催中止となり誠に残念に思っております。
コロナ禍で人とのつながりや交流もままならない中、今年度はフードドライブ
や子ども食堂等へのご支援を多くの方々から頂戴致しました。
おかげさまで、コロナ禍で影響を受けた多くの方々へ「食料等詰め合わせ」を
お渡しすることが出来、改めて、皆様の暖かいお力添えにお礼を申し上げます。
支援の輪を今後も絶やさぬよう、
「福祉のまち」を目指し、取り組みを進めてま
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。

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。今年度は会場での表
彰式典などを予定しておりましたが、コロナウイル
スの急激な感染拡大の影響を受け、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、皆様のご功労に感謝申し上げます。

多摩市社会福祉協議会会長

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（１５名）
✿中村 隆（点字ボランティア活動）

✿田中 富江（点訳ボランティア活動）

✿荒木 恵美子（点訳ボランティア活動）

✿村岡 紀子（手話ボランティア活動）

✿銭廣 芳子（音訳ボランティア活動）

✿吉田 賀寿子（音訳ボランティア活動）

✿青島 ひろみ（音訳ボランティア活動）

✿山口 冨美子（傾聴ボランティア活動） ✿中村 久美子（傾聴ボランティア活動）

✿上杉 多恵子（読み聞かせボランティア） ✿宮崎 裕（おもちゃドクターの活動）

✿花田 久雄（高齢者への介護予防・健康推進活動）

✿鳥海 登（地域での環境美化活動）

✿菅原 かづ子（小地域福祉活動への協力）

✿岩本 由美（知的障がい者支援活動）

社会福祉・ボランティア活動功労団体（６団体）

音訳ボランティア活動中！
左：銭廣さん 右：青島さん

✿まち育てネットワーク・関一（地域での交流・福祉課題への取り組み）
✿桜ヶ丘まちネット（地域での交流・福祉課題への取り組み）
✿ふれあいトムとも（地域での交流・福祉課題への取り組み）
✿メイクボランティアげんき手！（施設等でのメイクボランティア）
✿小さな天使（小児病棟の子どもたちへのサポート活動（キワニスドールの提供）)
✿多摩防火女性クラブ 一ノ宮支部（地域防災、小地域福祉活動への取り組み）
「桜ヶ丘まちネット」全体会の様子

多摩市社会福祉協議会 役員等功労者（５名）
✿吉井 智晴（理事）

✿篠﨑 博哉（評議員）

✿堀池 信雄（評議員）

✿山崎 誠（評議員）

✿平 清太郎（評議員）

福祉大会の会長式辞動画、表彰者・団体については、
多摩市社協 で公開中です（http://www.tamashakyo.jp/）

「まち育てネットワーク・関一」
まち歩きで地域探訪
「小さな天使」
キワニスドール制作中！

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

✿宮川 裕幸

✿島田 治夫

✿和田 誠

※他、匿名 1 名

金品等高額寄付功労団体（7 団体）
✿宗教法人 林海庵

✿東京海上日動ビジネスサポート株式会社

✿ KDDI 株式会社

✿東京海上日動システムズ株式会社

✿特定非営利活動法人フードバンクTAMA

✿生活協同組合パルシステム東京

金品等多年寄付功労者（2 名）
✿清水 政直

福
 祉事業推進における特別功労団体（２団体）

✿ＴＩＣ有志

✿大妻多摩中学高等学校 生徒会

金品等多年寄付功労団体（４団体）
✿イトーヨーカドー労働組合 多摩センター支部
✿多摩市視覚障害者福祉協会 マッサージ友の会
✿りすのき保育園
✿マジックエコー

多摩市社会福祉協議会 役員等功労者（２名）
✿瀬野 克義（評議員）
✿伊藤 勝代（評議員）

第70回

✿ KDDIラーニング株式会社

昨年 12 月の「食料等詰め合わせ無料
配布事業」に賛同され、校内でフード
ドライブを実施。食品を多数寄付され
ました。

東京都社会福祉大会

✿令和 3 年度

多摩大学
中村 その子 ゼミナール

ステイホーム中で
も家にいながら楽し
め、 脳 ト レ に も な る
企 画 を 考 案 し、 ゼ ミ
生が作成しています。
ボランティア通信に
掲載中。
多摩ボラセン
http://www.tamavc.jp/

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（東京都社会福祉協議会会長表彰）（敬称略・順不同）
✿山田 祐子（多摩市社協評議員）

✿馬引沢・諏訪地域福祉推進委員会（小地域福祉活動）

✿たま介護会（ボランティア活動）

✿パソコンボランティア多摩（ボランティア活動）

✿多摩市社会福祉協議会 諏訪支部 ( 小地域福祉活動 )

✿珠いきいきライフの会（ボランティア活動）

※令和３年３月末で解散

▶問合せ

総務係

☎（３７３）５６１１

（３７３）５６１２

令和４年３月15日 ５

ニュータウン と ともに50年！
「ふくしだより」が 200号 を迎えました！
多摩市社協の広報紙「ふくしだより」が、今回の発行で２００号を迎えました。
昭和４６年２月に「ＴＡＭＡ社協ニュース」として第１号が発行されてから、５０年以上を経て２００号に到達しました。昭和４９年
からは、声の社協ニュース「やまびこ」も発行され、現在は「声のふくしだより」として視覚障がいのある方々に福祉の情報をお届けして
います。
５０年間の中で、私たちの生活も大きく変わり、さまざまな方法で情報を入手することができるようになりましたが、今後も地域の
皆様の身近な福祉の情報源として、多くの方々に読んでいただけるような紙面づくりに努めてまいります。
引き続きよろしくお願いいたします。
年 ※（）は発行月
昭和４６年（ 2 月）
昭和４９年

◀年 4 回から
隔月発行に！

「ふくしだより」の変遷
「ＴＡＭＡ社協ニュース」第１号発行
（現在の「ふくしだより」）
声の社協ニュース「やまびこ」発行
（現在の「声のふくしだより」）

「ふくしだより」
ヒストリー

平成１３年（ 5 月） 発行回数を年４回から年６回へ（隔月発行）
平成１６年（ 7 月）

▲1面の絵も
以前は絵手紙でしたね。

紙面を２色刷りへ
（９２号～１５８号、１６０～１６４号）

平成１７年（ 1 月） １００号発行
平成２５年（11月） １５０号発行
平成２８年（ 5 月）
令和

紙面を２面から４面に増頁、カラー版に変更
（１６５号～）

４年（ 3 月） ２００号発行

▶問合せ

総務係

☎（３７３）５６１１

（３７３）５６１２

春のボランティア出張相談会

多摩ボランティア・市民活動支援センター

ボランティアに関する相談、ボランティア保険の加入
手続きのほか、「にゃんともＴＡＭＡるボランティアポイ
ント」の登録やポイント活用申請の受付を行います。
どうぞお気軽にお越しください。
※ボランティアポイントの活用申請は4月から可能です
場

所

タマボラ君

日

▲ 2 色刷りでも色使いが
カラフルでした！

福祉協力店、市内社会福祉法人にて
貸出用車いすの受け渡しが可能です
多摩市社協（南野）と多摩ボランティア・市民活動支援センター（関
戸）で車いすの貸出を行っているほかに、市内の福祉協
力店や社会福祉法人施設などで車いすの受け渡しが可
能です。ご利用の場合は多摩市社協にご連絡ください。
最寄りの店舗・施設をご案内いたします。

付

永山公民館

3月15日㈫・4月12日㈫

愛宕かえで館

3月17日㈭・4月21日㈭

ひじり館

3月18日㈮・4月15日㈮

大栗川・かるがも館

3月22日㈫・4月26日㈫

二幸産業・NSP 健幸福祉プラザ 7 階

3月24日㈭・4月28日㈭

▲現在は市内の保育園児の絵を掲載

協力店舗・施設名

所

在

地

ケアプランセンターすみれ

一ノ宮４－４０－３
聖蹟桜ヶ丘ガーデンハウス１F

アイ♥リハビリ・デイサービス

和田１８－１

啓光学園

和田１７１７

さくらが丘在宅サービスセンター

連光寺１－１－１

健幸つながるひろば とよよん（豊ヶ丘商店街内）3月30日㈬・4月13日㈬

みどりの保育園

連光寺３－５７－２

受付時間は、午後２時～３時３０分

のびのびっこ保育園

諏訪１－１－６

※「二幸産業・NSP健幸福祉プラザ」と「とよよん 」は、午前１０時３０分～正午

としまフューネス

永山１－１７－１１

▶問合せ

ケアプラザ多摩

永山３－１２－２

グループＴＯＭＯ

永山４－２－４－１０３

コラボたまワークセンターつくし

永山６－１３－１

ゆたか庵

豊ヶ丘４－２－５－１０９

ピオニイ第二保育園

豊ヶ丘４－８

グループホームすみれの里 乞田

乞田７９１－３

ハンディキャブゆづり葉

愛宕４－７－１２
シャングリラ２１－１０１

デイサービス麻の葉

落合６－１－１－１０６

ボランティア担当
☎（３７３）６６１１

（３７３）６６２９

令和４年度

多摩ボランティア・市民活動支援センターの
日曜開館の再開について
現在、多摩ボランティア・市民活動支援センターは、新型コロナ
ウイルス感染拡大の影響により、第１・３日曜日を閉館しています。
しかし、ワクチン接種が進められ、感染予防対策を講じた上で活
動できる環境が整ったことと、コロナ禍の今、ボランティア事業を
充実させることで地域への支援を拡充していくことを目的に、第１・
３日曜日の開館を再開いたします。ご理解の程宜しくお願いいたし
ます。

開館再開日（予定）：令和４年５月１日（日）
▶問合せ

ボランティア担当
☎（３７３）６６１１

LINK FOREST
【KDDI ㈱ 多摩センタービル】
重田畳店

鶴牧５－２－４

島田療育センター

中沢１－３１－１

白楽荘

山王下１－１８－２

▶申込・問合せ
（３７３）６６２９

鶴牧３－５－３

総務係
☎（３７３）５６１１

（３７３）５６１２

６ 令和４年３月15日

令和 ４ 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

応援

NPO法人 ちいろば

ちいろばの家

東寺方１ー１６ー３ ☎（３７２）３０１５
https://www.chiiroba.tokyo

３．団体が主催する各種事業 など
申込方法	４月１日 ㈮ よりセンター係にて申請書を配布（二幸産業・
NSP健幸福祉プラザ３階）
※多 摩市社協 （http://www.tamashakyo.jp/)からダウン
ロード可
	５月３１日㈫までに申請書を郵送、または持参（持参の際は
事前にご連絡をお願いします）

知的、身体、精神、発達に障がいのある方々が働き、地域の方々から寄付
された衣類や食器、雑貨などをリサイクル販売をしています。コロナ禍による
家の整理などで品物の寄付も増えました。皆さんからのご寄付をお待ちしてい
ます。（詳細は HP をご確認ください）

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

「ふくし法律相談」
の
ご 案 内

来店する度に新しい商品に出会えるかも
しれません。宝探し感覚でお買物を楽しん
でください！

「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

通所者が商品を仕分け、見やすく並
べています。

NPO法人 障害者自立支援センター多摩

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

ワークセンターれすと
和田１８７０ー２ ☎（３７３）８９２５

ください。
※事前予約が必要です。
日

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の活動を
応援・紹介する企画の５回目です。

１．広く市民が参加する講演会や講習会
２．調査・研究事業など市民の啓発となるもの

〒206-0032

わ

！
企画

主に精神障がいのある通所者が、
「菓子工房れすと」で菓子製造の他、
「喫茶
れすと」での接客、軽作業などの内職業務、清掃業務等の仕事をしています。

時

毎月第３木曜日 午後１時３０分～３時３０分
※お一人１時間程度
場
所 二幸産業・ＮＳＰ健幸福祉プラザ内
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

コロナ禍に伴う飲食店等の営業自粛が続く中でも、菓子製造を継続しつつ、
宅配販売や直接販売にも力を入れるようにしてきました。

※秘密は厳守いたします。安心してご相談ください

相談日程
4 月21日

5 月19日

6 月16日

7 月21日

8 月18日

9 月15日

10月20日

11月17日

12月15日

令和 5 年 1 月19日

2 月16日

3 月16日

▶申込・問合せ 権利擁護センター
（３７３）５６１２
☎（３７３）５６７７

ラスカルクッキー▲ 市内にある日本アニメー
ション㈱とコラボし、アニメ「あらいぐまラ
スカル」のキャラクターをプリント。保存料
等は使わずに素材の味を活かしています！

すべての商品の製造工程に通所者が
携われるよう工夫をしています。

ここでも 喫茶れすと（ベルブ永山内）、売店ひまわり（市役所内）、
買えます カフェれすとなな（ヴィータ・コミューネ 7 階 多摩ボラセン横）

▶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４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象に、
「ご近所ふくし応援助成金」事業を実施します。
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、見守りやゴミ出し支援などの「ご近所での支え合い」の仕組みづくりに
助成するもので、段階（区分）によって助成金額が異なります。
（下記、区分表参照）
コロナ禍で生活様式が変化する中で、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も変わってきています。
令和４年度の活動にぜひご活用ください。※助成事業実施案内および申請書類は、４月中旬頃に各団体に送付します。
▶交付対象事業および助成額
※右 記金額は上限額です。
区分により交付条件が
異なります。

対象事業
区分 1

住民主体の継続的な福祉活動

区分 2

福祉に関する取り組みや福祉の啓発活動

区分 3

地域交流事業

活動助成金

設立助成金

５０，０００円
※４回目以降は３０，０００円
２０，０００円
※４回目以降は１５，０００円

５０，０００円

１０，０００円

▶問合せ まちづくり推進担当 ☎（３７３）５６１６

（３７３）６６２９

ふくしだより１月１５日号（№１９９号）２面掲載の「食料等詰め合わせ無料配布事業の報告とお礼」にて、協力団体一覧に下記団体名が記載されていませんでした。
お詫びし今号にて記載いたします。 ◆協力団体名 「朝日生命保険相互会社」

令和４年３月15日 ７

第３０回

チャリティゴルフ大会参加者募集

日 時 ▶ ７月１１日
（月）

会 場 ▶ 桜ヶ丘カントリークラブ

「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、毎年多くの皆さまにご参加いただき開催しています。
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、市内の自治会・住宅管理組
合で実施される福祉活動への助成など、多摩市の地域福祉活動推進のために活用させていただきます。
毎年初夏に開催しているこの大会は、平成４年に東京国際ゴルフ倶楽部（旧：東京国際カントリー倶楽部）で第１回を開催し、その後桜ヶ丘
カントリークラブへ会場を移し今回で通算３０回目を迎えます。皆さまのご支援にお礼申し上げるとともに、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。
●

定

員

１６８人（申込先着順）

●

参 加 費

2,000円（前払い、チャリティ金として）

●

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

大会では、各ショートホールで
「ワンオンチャレンジ」を実施！
ワンオンに成功すれば
抽選で賞品が獲得できます。

まずは電話で参加人数を予約後、申込書をご提出ください。
（申込書は郵送・FAXでの受付可）

ご協賛の
お 願 い

大会へのご協賛をお願いいたします。協賛品は大会賞品として、協賛金は上記のとおりチャリティ金として地域
の福祉活動支援のために使用させていただきます。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、大会会場でご紹介するほか、ふくしだより（９月号）や HPなどに掲載いたします。

▶申込・問合せ

総務係

☎（３７３）５６１１

（３７３）５６１２

特 殊詐欺を 未然に防ぎ 警察署から感 謝 状 ！
訪問型サービスの活動中に利用者宅へ警察を装った電話がかかってきました。不審に感じ
た生活サポーターの石川さんがその場で担当係へ電話で報告、職員から警察へ連絡し、特殊
詐欺と判断され対応していただきました。生活サポーターと職員が連携し、詐欺を未然に
防いだことにより、多摩中央警察署から感謝状をいただきました。
気を

こんな手口にもご注意！

架空請求（「ワンクリック詐欺」など）

つけ
よう
!!

「契約した覚えのない料金の請求メールがきた」「ネットで動画を見ようとしたら入金手続を
強要する画面が表示された」など、架空請求（いわゆる「ワンクリック詐欺」も含む）による
詐欺が急増しています。
架空請求は男女問わず、あらゆる年代の人が被害にあう危険があります。
知らない人から請求メールが来たり、動画サイト等を見ていて突然請求画面に切り替わっても、
「相手に自分から連絡しない」「慌ててお金を払わない」ことが大切です。

▶問合せ

まちづくり推進担当

☎（３７３）５６１６

令和 3 年度大雨豪雨災害義援金の報告
昨年の大雨災害により被害に遭われた皆様に謹んでお見舞い申しあげます。
多摩地区協力会（事務局・多摩市社協）では、被災された方々を支援することを目的に募金
活動を行い、皆様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。
昨年１２月２８日をもって令和３年度大雨災害義援金の受付を終了しました。お寄せいただ
いた義援金は、全額中央共同募金会を通じて、被災地に届けられます。一日も早い復興を心よ
りお祈り申し上げます。
義援金総額
２８，
５１１円 （中央共同募金会へ送金）

▶問合せ 総務係 ☎（３７３）５６１１

（３７３）５６１２

（３７３）６６２９

「福祉バザー」
の
開催中止について
ふくしだより１９９号（１月１５日号）３
面でご案内しておりました「福祉バザー」
（３
月２日㈬～４日㈮）は、感染症拡大防止の
ため開催中止とさせていただきました。
▶問合せ 総務係
☎（３７３）５６１１
（３７３）５６１２

～地域福祉を応援しています～

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。
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

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

８ 令和４年３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１２月 1 日～令和４年１月３１日） 順不同・敬称略（単位：円）

愛の箱
その他

50,000
10,000
1,500
15,900
109,000
8,000

物品寄付

※竹ぼうきは希望される保育園や福祉施設等へお渡ししました

合計

・KDDIラーニング㈱…アメニティグッズ類
（歯ブラシ500個、ヘアブラシ500個）
・匿名（1 件）…オリジナルカレンダー ８本
令和３年１２月１日～令和４年１月３１日
522,639
2021年度累計（令和３年４月１日～令和４年１月３１日）

3,266,795

寄付金ご協力のお願い

◆フードドライブ（家庭にある食品を持ち寄り、フードバンク団体や地域の福
祉団体等に寄付します）

フードドライブ

30,000
10,000
10,000
100,000
50,000
63,497
43,117
3,986
739
3,038
13,862

一般寄付

小坂 耕造
ゆりのき保育園
りすのき保育園
林海庵
リフォームおはりばこ
多摩市消費者団体等連絡会 髙井宏子
匿名（３件 )
多摩興運㈱ 多摩エコステーション（貝取）
東京キリンビバレッジサービス㈱ 府中支店（府中市）
ココカラファイン薬局 多摩センター店（落合１丁目）
さくら歯科（関戸４丁目）
◆ボランティア・市民活動支援として
宮川 裕幸
◆フードドライブ・子ども食堂支援として
妹尾 浩也
多摩市民生委員協議会（第一地区民協）
国士舘大学野外活動部 永吉研究室
匿名（７件 )
匿名（夫婦 馬引沢在住）
・小坂 耕造…靴下、ハンカチ
・和田 誠、桜ヶ丘四丁目自治会…竹ぼうき 102 本

砂川
井口
久米
久野
大西
櫻井
太田

トヨ…切り干し大根
敏行…お米
恵美…うどん
栄子…ミックスジュース
希美…醤油
眞理……お米、レトルト食品
和徳…お米

南雲
宇田
小坂
国広
山根
建入
木村

菜穂子…スポーツドリンク
美津江…缶詰
耕造……即席麺
尚美……カップ麺
章子……うどん
弘………お米
智恵……ドレッシング

みんなで元気はつらつ会…お菓子
多摩市民生委員協議会（第一地区民協）…お米
至愛協会 りすのき保育園…缶詰、レトルト食品
マイニチWOW’ON【㈱ ヴァリアント】…お菓子
グルメシティ 多摩店…お米、即席麺、粉ミルク、サラダ油、缶詰
foodium 多摩センター店…お米、醤油
多摩市役所（職員有志）…インスタント味噌汁
匿名（80件）…お米、乾麺(そうめん、うどん、そば、パスタなど）、お菓子、
缶詰、瓶詰、ふりかけ、インスタント食品（みそ汁、スー
プ、即席麺など）
、レトルト食品（パックご飯、カレー、丼
もの、パスタソースなど）、ジュース、調味料（醤油、ソース、
ケチャップ、味噌、ルー、めんつゆ、食用油 など ）、各種
非常食ほか多数

企業の取り組みとして、子ども・だれでも食堂等の支援のために食品を寄付さ
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。 れました。
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
東都生活協同組合
青果（人参、大根他）
けることができます。
生活協同組合 パルシステム東京
青果（人参、リンゴ他）
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・寄付受付
総務係 ☎（３７３）５６１１

講座のご案内

（３７３）５６１２

日時・場所

フードドライブ問合せ・食品寄付受付
ボランティア担当 ☎（３７３）６６１１

対象・定員・費用

内容・備考

（３７３）６６２９
申込・問合せ

はじめてのボランティア
ポイント説明会

日時 ４月14日㈭、５月12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
開催日より１ヶ月前から２日前
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
までにヴィータ・コミューネ７
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
階窓口または電話・FAX
階（多摩ボランティア・市民活 費用 無料
険者証
★ボランティア担当
（にゃんともTAMAる
☎（３７３）６６１１
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
（３７３）６６２９

NPO・ボランティア・
市民活動個別相談会

対象 既に活動しているNPO法
内容 NPO設立・運営に関する
開催日１週間前までにヴィータ
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 ・コミューネ７階窓口または電
体、これから団体の設立を予定 ど
話・FAX
している方など
相談員：内藤 純 氏
★ボランティア担当
定員 ①②各１組（申込先着順） （公認会計士・税理士・CFP）
☎（３７３）６６１１
費用 無料
（３７３）６６２９
詳細は多摩ボラセンＨＰ
（http://www.tamavc.jp/）
に掲載

日時 ①５月７日～９月17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

日時 ② ５ 月19日 ～ ９ 月15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

③障がい者パソコン教室
（木曜コース）
④障がい者パソコン教室
（土曜コース）

日時 ③５月12日～６月２日（木
曜日・全４回）④６月４日～７
月２日（土曜日・全４回）＊６
月11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

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）

親なきあと個別相談

日時 ４月20日、５月18日、６
対象 多摩市に住所を有する障が
月15日（各水曜日）午後１時～、 いのある方と家族
定員 各枠１家族（申込先着順）
午後２時～（各枠45分程度）
場所 二幸産業・NSP健幸福祉
費用 無料
プラザ３階

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28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

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

前期（５月～９月）

日時 ５月11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）

①親子体操教室

②体操教室

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 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

内容

体操

ボールやタオルを使用した

①②③４月６日㈬④４月 27 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

持ち物 上履き、水分補給のため
の飲み物

内容

ワードの使い方など
筆記用具

持ち物

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

●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。

