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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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＊令和４年度多摩市社協 事業計画・予算
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＊令和 4 年度福祉なんでも相談

２
＊オンライン活用術その１
面 地域活動＆ボランティア活動事例

https://www.tamashakyo.jp/

info@tamashakyo.jp

３
＊ご近所ふくし応援助成金申請受付中！
面 ＊多摩市社協正規職員募集！

４ ＊寄付・フードドライブのご報告
面 ＊各種相談、講座・説明会のご案内

もし多摩市で災害が起きたら・・・

災害ボランティアセンターを立ち上げます
多摩市社協は、大規模災害の発生時には、多摩市との協定をもとに72時間以内に災害ボランティアセンター（災害ボラセン）
の立ち上げを行います。災害ボラセンでは、被災者からの困りごとを受けて駆けつけてくださる多くのボランティアの活
動調整等を行います。

多摩市

家具等が倒れて
家の中が大変。
誰か一緒に片付けを
してくれないかなぁ

要請

地域の企業として、
復興支援をお手伝い
したいです。

連携・協力

相談・調整

相談・調整

被 災 者

私の家は無事だけど、
みんな大丈夫かな？
何か手伝えること
ないかな。

多摩市災害ボランティアセンター
（多摩市社会福祉協議会）

携

援

連

支

災害時の協定締結団体

方

・

後

協

力

近くの川が氾濫して
自宅が泥まみれに
なってしまった。

災害ボランティア
（市民、NPO団体、企業、大学等）

東京都災害ボランティアセンター

災害ボランティア講座、
災害ボラセン設置・運営訓練参加者募集！
1. 災害ボランティア講座
●

●

ボランティア
活動編

災害ボラセン
運営編

国士舘大学 は
パスと
多摩キャン す！
別の施設で
さい！
ご注意くだ

日時：５月21日㈯ 午後１時30分～４時
場所：国士舘大学多摩南野キャンパス（多摩市南野２－11－１）
内容：①災害への備え ②災害ボラセンでの活動
③災害ボランティア活動とは ④体験「クロスロードゲーム」
⑤身近なもので応急手当体験

日時：６月25日㈯ 午前９時30分～正午
場所：二幸産業・NSP健幸福祉プラザ７階研修室他（多摩市南野３－15－１）
内容：①災害ボラセンについて
②災害ボラセン運営ロールプレイ体験

２. 災害ボラセン設置・運営訓練

▶申込・問合せ

ボランティア担当

☎（３７３）６６１１

多摩ボランティア・市民活動支援センター

大学入口
恵泉女学園
大学入口

定 員 各30人程度
（３７３）６６２９
https://www.tamavc.jp/

多摩市社会福祉協議会正規職員募集！

恵泉女学園
大学入口
恵泉女学園
大学入口

多摩市
一本杉公園
多摩市
一本杉公園

国士舘大学
多摩南野キャンパス
国士舘大学
多摩南野キャンパス
156

恵泉女学園大学
恵泉女学園大学

156

ボランティア活動編会場
バス停「恵泉女学園大学入口」より徒歩1分
ホームセンター
ホームセンター
158
158

日時：７月３日㈰ 午前９時30分～午後1時
場所：二幸産業・NSP健幸福祉プラザ７階研修室・３階多目的フロア 他
（多摩市南野３－15－１）
内容：災害ボラセンの運営に関わるボランティアと、災害ボランティアに分かれてそれぞれの
ボランティア体験を行います。

対 象 災害ボランティア活動に興味関心のある方

東京多摩フットボールセンター・
南豊ヶ丘フィールド
東京多摩フットボールセンター・
恵泉女学園
南豊ヶ丘フィールド

158

158

多摩ニュータウン
環境組合リサイクル
多摩ニュータウン
センター
環境組合リサイクル
センター

多摩市立鶴牧中学校
多摩市立鶴牧中学校

二幸産業・NSP
健幸福祉プラザ
二幸産業・NSP
健幸福祉プラザ

多摩市立温水プール
アクアブルー多摩
多摩市立温水プール
福祉センター
アクアブルー多摩

福祉センター

・災害ボラセン運営編会場
・災害ボラセン設置・運営訓練会場

◀申込は左記
ＱＲコード
より

詳細は 3 面をご覧ください。

２ 令和４年５月15日

令和４年度

多摩市社会福祉協議会事業計画

令和４年度は、「第４次多摩市地域福祉活動計画
後期計画」の最終年度にあたります。長引くコロナ禍
による社会的孤立、特に学生やひとり親家庭などに影
響を与えている経済的困窮などの様々な生活課題に対
し、地域の繋がりの回復を図るとともに、新たに創設
した「子ども・若者応援基金」を活用し支援を行い、
「地
域共生社会」の構築にむけ地域福祉の推進にさらに努
めてまいります。

予算

令和４年度

会員賛助金・寄付金など
8,465,000円

その他の収入

事業収入など

12,000,000円

8,764,000円

【新規・重点事業】
１．地域住民主体の小地域福祉活動の促進
地域福祉推進委員会の運営支援、住民ニーズの把握と課題・共有化、自治会・
住宅管理組合等小エリア（第３層）での地域福祉活動の展開支援
２．ボランティア地域活動者の発掘・育成
ボランティア、地域活動への住民参加の促進及び福祉人材の育成
３．企業、学校、社会福祉法人等による地域貢献活動の促進
多様な主体の参画の促進と連携・協力体制の構築
４．権利擁護の推進
権利擁護センターの推進、市民後見人の育成
５．多様なサービスの提供
（仮称）高齢者安心サポート事業、ひきこもり家族支援等の生活支援事業の推進

介護保険事業収入

60,859,000円

（貸付事業原資、
募金活動
事務費など）

956,000円

高齢者支援事業を進めるため

19,981,000円

その他のお金

権利擁護事業を進めるため

（介護予防・日常生活支援
総合事業など）

社協の運営のため

2,039,000円

受託金

（法人運営のためのお金）

91,784,000円

47,717,000円

入ってくるお金

お金の使い道

(収入)

補助金

(支出)

5億803万3,000円

285,712,000円

5億803万3,000円

障がい者支援事業を進めるため
（障がい者を対象に相談支援をおこ
なう地域活動支援センタあんど、デ
イサービス、水浴訓練室事業など）

障害者福祉サービス等事業収入

▶問合せ

その １

230,138,00円

総務係

☎（３７３）５６１１

（３７３）５６１２

地域活動 ＆ ボランティア活動でも実践しています！

コロナ以降は、パソコンやスマホを使った
オンラインでのやり取りが普及しているけど、
地域での活動やボランティアではどのように
オンラインを活用しているのかね？

町の魅力を
再発見！

践例➊

実

（ボランティア・市民活動
の支援、地域福祉推進委
員会の開催、福祉団体や
サロンへの助成など）

122,257,000円

125,394,000円

オンライン活用術！

地域での福祉活動のため

オンラインde地域応援ツアー！
第4回馬引沢通り・諏訪名店街オンラインウォークラリー

地域の魅力再発見とお店同士の連携作りを目的に、馬引沢・諏訪地
域福祉推進委員会を中心に企画委員会を立ち上げ、今年度は「コロナ
禍でも実施できる方法を」とオンラインも併用した形で実施しました！
多摩市立武道館を視聴会場とし、馬引沢通りの現地班とオンライン
参加者をZoomでつなぎ、事前に取材した動画を見たり、お店の様子
をライブ中継したりと、ウォークラリーを疑似体験しまちの魅力を再
発見するイベントになりました。
ライブ中継

実践例

➋

コロナ禍だからこそ！
オンラインで
夏のリモートボランティア体験 ボランティア！

毎年開催していた「夏のボランティア体験」は、コロナ禍でこれま
でどおりの体験が難しくなりました。そこで昨年は、感染予防をしな
がらオンラインでできるボランティアを開催。高齢者施設の利用者に
ダンスや手品、クイズ等の特技をオンラインで披露するボランティア
や、多摩市手話サークルクローバーと共催で「Zoomで手話体験」を
実施しました。小学生から大学生までが参加し、「オンラインイベント
は場所や時間の制約が少なく、気軽に参加できてよかった！」「定期的
にやってほしい」という声もあり、コロナ禍でもつながりを持つことの
できる活動を進めていきます。

ライブ中継

会場
現地班

Zoom参加

Zoom参加

事前取材動画

あれ？クイズの答えがみんな違う！
「Zoom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～」より。

参加者の声
・近所なのに知らないお店もあって、地域の
魅力発掘のいい企画だったと思います！
・頼りになるまちの電気屋さんがあることを
知れてよかった！
・普段見られないお部屋の中や、お店の方の
顔も見ることができてよかった！

取材したお店
の様子は当委員会の
YouTubeチャンネルに
アップしています♪

皆さんもオンラインを上手に活用して活動の幅を
拡げたり、新しい世界をのぞいてみませんか！

QRコード▶

▶問合せ

まちづくり推進担当 ☎（３７３）５６１６
ボランティア担当
☎（３７３）６６１１
（共通）（３７３）６６２９

令和４年５月15日 ３

身近なところで開催「福 祉 な ん でも 相 談 」
場

所

「どこに相談したらよいかわからない」
「利用できる制度について知
りたい」
「今後の生活が心配」
「ご近所で気になる人がいる」など生活
上の心配ごとや困りごとについて、多摩市社協の職員がご相談をお受
けします。お気軽にご相談ください。
詳細は多摩市社協 （https://www.tamavc.jp）をご覧いただくか、
お問い合わせください。

開催日時
第１月曜日 午後 1 時 30 分～ 2 時 30 分
※１月は除く
第２火曜日 午前 11 時～正午
※改修工事のため９月から実施
第２木曜日 午後 2 時～ 3 時 30 分
※８・２月は除く
第３火曜日 午後 2 時～ 3 時 30 分
※８・１２月は除く。３月は２８日（第４・火）に変更
第３金曜日 午後 1 時 30 分～ 3 時
※８月は除く
第４火曜日 午後 2 時～ 3 時 30 分
※８・１２月は除く
第４水曜日 午後 1 時 30 分～ 3 時
※８・１２月は除く。１１月は１６日（第３・水）に変更
奇数月第３火曜日 午前 9 時 30 分～ 11 時
※７・９月は第３水曜日

貝取こぶし館
トムハウス
愛宕かえで館
からきだ菖蒲館
ひじり館
大栗川かるがも館
三方の森
コミュニティ会館
諏訪福祉館

▶問合せ

（３７３）
６６２９

表の福祉なんでも相談の日程で「住まいの相談」もできます。
（事前申込が必要）
「家賃が低い家を探している」
「公営住宅が当たらない」
「子育てでき
る広い間取りの住宅を探している」など様々な事情により住まい探し
でお困りの方を対象に市内の宅地建物取引士がご相談をお受けします。

※新型コロナウイルス感染症の影響で中止や開催場所が変更になる場合があります。

地域の活動を
応援します

まちづくり推進担当
☎（３７３）
５６１６

▶申込・問合せ

多摩市役所都市整備部都市計画課住宅担当
（３３９）
７７５４
☎（３３８）
６８１７

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」申請受付中

多摩市社協では、自治会・住宅管理組合が行う福祉活動に対し、助成金を交付しています。コロナ禍の影響が続いていますが、昨年
は13団体に交付し、新規に区分1で申請された団体もあり地域での福祉活動に役立てられています。また、近年高齢化や単身世帯の増加
が進んでいることから、身近な地域での「見守り等の支えあいの仕組みづくり」に「ご近所ふくし応援助成金」を活用していただいてい
ます。
なおこの助成金は、多摩市社協会員賛助金と、毎年12月に行う「地域ささえあい募金（歳末たすけあい運動）」を財源としています。
▷交付対象事業および助成額
対象事業
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福祉の啓発活動 20,000 円

区分３

地域交流事業

10,000 円

▷申込方法
申請書類・手引きは多摩ボランティア・市民活動支援センター窓口
で配布中（多摩市社協 でもダウンロード可）
▷申請締切 一次 ６月３０日(木)､ 二次 １０月２８日(金)

※上 記金額は上限額です。また、事業区分により交付条件が異なります。 ▶問合せ
詳細は、手引きをご確認ください。

会 員 賛 助 金 の 報 告
前号で掲載できなかった、令和 4 年 3 月末までに賛助金ご協力のあった
団体をご報告します。
（順不同、敬称略）
●ご協力自治会 都営住宅聖ヶ丘 1 丁目アパート自治会 / 諏訪 5 丁目 12-2 自治会
●企業・事業所等特別会員

まちづくり推進担当
☎（３７３）５６１６

令和 3 年度の会員賛助金は計 3,703,500 円を納入いただきました。
ご支援ありがとうございました。
▶問合せ

総務係

☎ ( ３７３) ５６１１

（３７３）５６１２

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（初回）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、下記へ電話でお問い合わせください。
▶問合せ

総務係（貸付担当） 受付：平日の午前９時～午後５時
☎（３７３）５６２２

（３７３）５６１２

（３７３）６６２９

多摩市社会福祉協議会職員募集
▷職

種

正規職員

▷職務内容 地域福祉事業全般及び法人運営管理・福祉サービス等
の各事業部門に関する業務

㈱多摩繊維商会 / ㈱アイム / 日本アニメーション㈱ / 京王電鉄㈱ / ㈲小山商店
（医）めぐみ会 / 中村内科医院 / 恵泉女学園大学 / 高西寺

ご近所支えあい
ハンドブック▶

手引き▶

活動助成金 設立助成金

※資格要件は応募要項参照
▷募集人数

若干名

▷採 用 日

令和４年１０月１日以降

▷募集要項

◦総務係窓口

配布場所

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

※多摩市社協

▷応

(https://www.tamashakyo.jp) よりダウンロード可

（毎月１５日頃）

募

所定の書類を下記に持参、または郵送

活動の情報を一元化して、福祉情報を

〒 206-0032
多摩市南野 3-15-1
わかりやすくお届けするために、
メルマ

二幸産業・NSP
健幸福祉プラザ 7 階
ガ配信しています。
配信を希望される方
は、

多摩市社会福祉協議会
に、空メー

総務係

宛

▷締
切 ６月２４日㈮
ルを送信してください。携帯、
スマートフォンの方は

コ

▶問合せ 総務係 ☎（３７３）５６１１

ードをご利用ください。

（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

急募 送迎車運転手さん
（毎月１５日頃）
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
ガ配信しています。配信を希望される方
は、

ードをご利用ください。
ＦＡＸ ０４２（３７３）５６１２

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

仕事は知的障害者施設の送迎車両の運転です！

目の不自由な方へふくしだより
を音訳した
（ふくしだよりデ
イジー版）を発行しています。

コ

問合せ 総務係
☎（３７３）５６１１

 時 給：１，０９０円以上
 交 通 費：実費支給
 賞 与：年２ １か月分
 有給休暇：制度あり
 ６９歳までの方（延長あり）
 勤務時間 ① ８：００ ～ ９：４５
②１５：２５ ～ １７：１０
 勤務地：唐木田（総合福祉センター）啓光えがお
先ずは、お電話ください！
(福 啓光福祉会

啓光えがお

４ 令和４年５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 ４ 年２月 １ 日～令和４年３月３１日） 順不同・敬称略（単位：円）

愛の箱

青木屋（諏訪 5 丁目）

6,758

その他

◆小地域福祉活動への支援として
東京都共同募金会 多摩地区協力会
◆ボランティア・市民活動支援として
TIC 有志
東京海上日動システムズ㈱
◆フードドライブ・子ども食堂支援として
TAMA 子育てコミュニティ SATOYAMA▲楽校
匿名（６件 )

15,057
6,500
88,610
3,185
104,000

物品寄付
合計

㈱マイプリント…マスコットキャラクター 145 個、卓上用カレ
ンダー 75 個
ジョイパックレジャー㈱…竹取の湯招待券 100 枚
からだ元気治療院 多摩店…訪問マッサージ無料券 50 枚
唐木田コミュニ ティセンター運営協議会…からきだ菖蒲館開館
10 周年記念出版「多摩の歴史さんぽ」2 冊
㈱大塚商会…抗 菌ジェル 12 本入 3 ケース、アルコールジェル
28 本入 2 ケース
匿名（1 件）…消しゴム 329 個、切りぬきくん 93 個
令和４年２月１日～令和４年３月３１日

982,435

令和３年度累計（令和３年４月１日～令和４年３月３１日）

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
NPO・ボランティア・
市民活動個別相談会

4,249,230

（３７３）５６１２

日時・場所

◆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

10,000
30,000
17,000
8,606
642,719
5,000
20,000
3,000
22,000

一般寄付

片桐 達也
相澤 良夫
（公社）日野法人会
イトーヨーカドー労働組合 多摩センター支部
多摩市社会福祉協議会 諏訪支部
多摩友の会桜ヶ丘方面
浄土宗八王子組 寺庭婦人会
マジックエコー
匿名（３件）

前田 寿美子…お米、カップ麺
長谷川 恵子…焼菓子
太田 和徳…即席麺
桜井 眞理…お米、レトルト食品、缶詰
石合 アヤ子…レトルトカレー
樗木 智子…カップ麺、ジュースなど
会田 昌子…缶詰
山下 陽子…レトルト食品
グルメシティ多摩店…お米、乾麺、調味料、インスタント食品など
foodium 多摩センター店…お米、缶詰、レトルト食品、お菓子など
明治安田生命
（相）
多摩営業所…お菓子
日本基督教団 永山教会…お米、缶詰、お菓子、調味料など
マイニチ WOW'ON…お菓子各種
東寺方自治会…レトルトカレー、お菓子
匿名（５１件）…お 米、乾麺、お菓子、瓶詰、缶詰、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（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）ほか多数

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

寄付金ご協力のお願い

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。

対象・定員・費用

日時 ６月８日㈬または７月13
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

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

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
（https://www.tamavc.jp/）
に掲載

はじめてのボランティア
ポイント説明会

６月９日㈭または７月14 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階
定員 10人(申込先着順)
持ち物 筆記用具、介護保険被保
費用
（多摩ボランティア・市民活動
険者証
無料
（にゃんともTAMAる
ボランティアポイント） 支援センター）
詳細は多摩市ＨＰ
（https://www.city.tama.lg.jp/0000003049.html）
に掲載
日時

日㈭

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

①親なきあと個別相談

日時 ６月15日、７月20日、８
月17日（各水曜日）
午 後 １ 時 ～、 午 後 ２ 時 ～（ 各
45分程度）
場所 二幸産業・NSP健幸福祉
プラザ３階

②障がい者パソコン教室

日時 ７月７日～ 28日（木曜日・
対象 多摩市に住所を有する18
全４回）午後１時30分～３時 才以上で障がいのある方（視覚
30分
障がいの方は除く）
場所 二幸産業・NSP健幸福祉
定員 ４人（抽選）
費用 500円（テキスト代）
プラザ７階 704研修室

内容 エクセルの
使い方など
持ち物 筆記用具

日時 ６ 月14日 ㈫ 午 前10時 ～
11時30分
場所 多摩市民活動・交流セン
ター 創作活動室２

内容
６月９日㈭までにヴィータ・コ
ミューネ７階窓口または電話・
≪ふれあいいきいきサロン≫
地域の誰もが気軽に立ち寄れる FAX
仲間づくりと出会いの場です。 ★まちづくり推進担当
地域の見守りにもつながります。
☎（３７３）５６１６
≪たすけあい有償活動≫
（３７３）６６２９
高齢や病気などにより日常生活
でお困りの方を、地域の皆さま
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。

（木曜エクセルコース）

「ふれあい・いきいき
サロン」
「たすけあい
有償活動」合同説明会
を開催します！

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

対象 市内在住で地域活動に興味
のある方
定員 20 人（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)

① ② と も 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
※②は６月８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。

