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キャッシュレス決済サービス

「

シ

ン

カ

ブ

ル

」に多摩市社協のページがオープン！

多摩市社協が行う地域活動へのご支援が、これまでの方法に加えてオンライ
ンで行えるようになりました。対面でのやりとりや時間などを気にせず、協
力してみたいと思ったときにスマートフォンなどから手続きが可能です！
ぜひご活用ください!!

多摩市社協
会員賛助金

子ども・若者
応援基金

多摩市社

協への
一般寄付
など
ご支援いただく際の流れ

シンカブル内多摩市社協トップページ

1➊

https://syncable.biz/associate/tamashakyo/
またはQRコードからアクセスすると、左の画像の
シンカブル内多摩市社協ページが開きます。
 摩市社協の「会員賛助金」に協力いただく
多
場合は、ぺージ内の「年会員になる」から、また、
社協の福祉活動への寄付（一般寄付）は「寄付
する」から手続きが可能です。各アイコンをク
リックし画面の案内に沿って決済のための入力
をしてください。

2➋

～子どもたち、
若者たちを応援してください！～

「子ども・若 者 応 援 基 金 」
 ども･だれでも食堂や学習支援など、子どもや若者の
子
居場所づくりなどを応援する助成金
 どもや若者を支える人の育成など、支援の輪をさらに
子
広げる人材育成事業
 料無料配布事業など、子どものいる世帯や若者で生活に
食
お困りの方を地域で支える事業

などに活用させていただきます。ぜひ応援をお願いいたします。
「子ども・若者応援基金」は、ページ内の「キャ
ンペーン」か左のQRコードから、目標達成までの
取り組み方法などを紹介する画面に移動します。

「会員賛助金」と「子ども･若者応援基金」などのほか、地域ささえあい
募金やボランティア基金などもオンラインでの募集取組を行っていく
予定です。皆さまのご支援をよろしくお願いいたします。

▶問合せ

総務係

☎（ ３ ７ ３） ５ ６ １ １

（ ３ ７ ３） ５ ６ １ ２

２ 令和４年７月15日

～地域で安心できる暮らしを支えます～

あんしんサポート・たま

あら、いけない！
今月の公共料金、
支払ったかしら？

忘れっぽくて不安だわ…

高齢者や障がいのある方が、必要な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、一緒に書類確認を
したりするほか、日常生活に必要なお金の払い戻しや預け入れ、
公共料金や利用料などの支払いをサポートする事業です。
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。※利用にあたっては契約が必要です。

利用相談は
『権利擁護センター』へ！

最近、
郵便物の内容が

☎０４２（３７３）５６７７
平日

よくわからなくて

０４２（３７３）５６１２

午前８時３０分～午後５時（土・日・祝休み）

どうしたものだか…

＜生活支援員（登録型）を募集します！＞

そのままにしていいのかな…

【活動日時】 平日午前８時30分～午後５時の内１～２時間程度、
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

お二人のお悩み、
「あんしんサポート・たま」
でお手伝いできますよ！
毎月訪問して、
お金のやりくりの
相談や支払いのお手伝い、
一緒に大事な書類のチェックも
できます。お気軽に
ご相談ください！

令和 3 年度

【事業説明会】 ●日 時 ８月９日㈫ 午後２時～３時
		 ●会 場 二幸産業・ＮＳＰ健幸福祉プラザ
		
７階705会議室
		 ●定 員 ８名【８月８日㈪までに要申込】
【問合せ・申込】権利擁護センター
（３７３）５６１２
☎（３７３）５６７７

多 摩 市 社 会 福 祉 協 議 会 事 業・ 決 算 報 告

令和３年度は、第４次地域福祉活動計画後期計画の最終年度に向け、
「誰もが
安心して暮らせる福祉のまちづくり」を実現していくために、地域の皆様が“つ
ながり”
“助けあえる”地域共生社会を目指した取り組みを行ってまいりました。
コロナ禍の影響を受け、市民の皆様の地域活動や多摩市社協の小地域福祉活動

会員賛助金・寄付金など
7,847,072円

その他の収入

22,038,116円
障害者福祉サービス等事業収入
107,115,152円

等は今年度も縮小を余儀なくされましたが、新たな地域でのつながり方や事業手
法等を模索し実践しました。
①オンラインを活用して会議や講座・買い物支援などを行い、自粛期間中でも

収入総額
4億6,129
5,407万5,185
8,704円

介護保険事業収入
18,889,226円

地域とつながりながら活動支援を継続していくための土台を整えました。
②コロナ禍での生活課題への支援として、多摩地域企業・大学等連絡会（ゆるた
まネット）による食料無料配布を、多摩市社協がコーディネートし実施。生活
に困窮する子育て世帯や大学生への支援を行い、大きな反響をいただきました。
③食料配付事業を通じ「子どものために役立ててほしい」という寄付が増加した
ため、寄付者の意向に沿った支援を図るため「子ども・若者応援基金」を創設
しました。

事業収入他

受託金

5,646,218円

48,597,051円
権利擁護事業を進めるため

協では、
コロナ禍および「新しい生活様式」といわれる今後の地域状況を見据えて、

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

134,836円

高齢者支援事業を進めるため

障がい者支援事業を進めるため
102,060,045円

引き続き地域の皆様と連携・協同して事業展開を図っていきたいと思います。

多摩市社協メルマガ配信

その他のお金

16,452,974円

1,683,467円

地域における孤立化や生活困窮などの課題が顕在化しておりますが、多摩市社

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!

補助金
251,162,350円

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

支出総額
4億4,703
6,206万7,024
9,181円

地域での福祉活動のため
71,873,650円

社協の運営のため
254,832,052円

ふくしだより 201 号の令和 4 年度予算のグラフにて、数値に誤りが
ありましたので訂正いたします。
支出予算 地域での福祉活動のため 誤） 230,138,00 円
正）230,138,000 円

②27,000円
ＦＡＸ ０４２（３７３）５６１２

▶問合せ 総務係 ☎（３７３）５６１１

（３７３）５６１２

令和４年７月15日 ３

コロナ禍でもできる

福祉フェスタ２０２２
参加団体募集

オンラインや自宅でできるボランティア活動に加え、一部の対面
形式を含めたボランティア活動をご用意しました！
「ボランティアをやってみたいけれど、きっかけがなかった」そこ
のアナタ！ぜひご参加ください♪

福祉フェスタは、多摩市で活動する福祉団体・地域団体等の自主
生産品販売や福祉体験企画などを通じて、福祉への興味・関心を広
げていただく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。

夏

ボランティア体験 2022
参加者募集

の

活動プログラム

➊ Zoomで手話体験～はじめての手話～
➋ キワニスドール作り体験
～小児病棟へ届ける人形を作ろう～

➌ お手紙・折り紙を高齢者施設に届けよう！
➍ 千羽鶴で想いをつなげよう！～平和の祈り～
※
「キワニスドール」は、小児科の医師が病状を聞いたり治療の説明を
する時に、子どもたちから恐怖心を取り除くために用いる人形です。
※活動日・期間はプログラムによって異なります。

▶対 象
▶参加費

子どもから大人までどなたでも ※②は小学校 5年生以上
無料 ※材料をご自身で用意する場合あり

▶申

 月 15日㈮より申込受付を開始。必ず事前に「夏のボラン
７
ティア体験パンフレット」をお読みの上お申込みください。
パンフレットは多摩ボラセン・多摩市社協 7階窓口で配布、
多摩ボラセン
(https://www.tamavc.jp/)よりダウン

▶後

込

援

▶問合せ

▶対象団体（以下の条件を満たすこと）
①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
②福祉フェスタ参加において、新型コロナウイルス感染症の拡大防
止に協力する団体
▶開催日時

▶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自主生産品などの販売
③団体活動のステージ発表・作品やパネルの展示など
※感染症の状況により、参加条件の変更や参加可能な内容・団体数
の制限をする場合があります。詳細はお問い合わせください。９
月中旬に参加団体説明会を開催予定です。
▶申込方法 参
 加申込書を８月５日㈮までに二幸産業 ･NSP健幸福祉
プラザ 7階窓口または FAX、郵送、メールで提出。
	多摩市社協

ロード可。
多摩市教育委員会

ボランティア担当
☎（３７３）６６１１

１０月１６日（日） 午前１０時～午後３時

（https://www.tamashakyo.jp/）より

募集要項・参加申込書はダウンロード可。
ご参加お待ちしています！

（３７３）６６２９

地域活動支援センター
「あんど」
各種講座参加者募集
①視覚障がい者パソコン教室（マイエディットコース）
▷日時 ９月1日～ 22日（木曜日・全４回）午後１時30分～３時30分
▷内容 マイエディット（視覚障がい者専用ソフト）の使い方
▷費用 ５００円（テキスト代）

②障がい者パソコン教室（年賀状コース）
▷日時（木曜コース）10月6日～ 27日（木曜日・全４回）
（土曜コース）10月15日～11月5日（土曜日・全４回）
各午後１時30分～３時30分
▷内容 ワードで年賀状作成
▷費用 ５００円（テキスト代）

▷日時 10 月 1 日～ 2 月 18 日（第 1・第 3 土曜日・全 10 回）
午前 10 時～ 11 時 30 分
▷内容 親子で道具を使った遊びながらの運動 など

▷日時 10月6日～ 3月16日（第1、第3木曜日・全10回）
午前10時～ 11時30分
※11月3日、3月2日を除く
▷内容 ボールやタオルを使用した体操など
対象 	①②④多摩市に住所を有する18才以上で障がいのある方
※パソコン教室は、視覚障がいの方は①のみ申込可
	③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

（３５６）１１５５

（３７３）５６１２

勤務日

募集
人数

住民参加型有償家事援助サービス
事業、住民主体による訪問型サー
①在宅サービ
ビスのコーディネート業務に関す
スコーディ
週4日
ること等
ネーター
【多摩ボランティア ･ 市民活動支
援センター】

1名

職種

職務内容【勤務場所】

在宅障がい者デイサービス事業等
利用者・通所入浴サービス利用者 週 2 ～
②介護員
（登録制） の介護等
3日
【二幸産業 ･NSP 健幸福祉プラザ】
若干名
各事業の事務補助（窓口・電話対
③事務員
応業務を含む）等
週3日
（登録制）
【二幸産業 ･NSP 健幸福祉プラザ】

▷採 用 日

8 月 1 日以降

▷締

募集人数に達するまで

切

▷募集要項 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）および多摩ボランティア・市民活動支
援センター窓口（多摩市関戸 4-72

定員 	①②各4人③15組④15人 ※定員を超える場合は抽選
申込 	①は８月４日㈭、②③④は９月８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

▶申込・問合せ センター係
☎（３５６）０３０７

☎（３７３）５６１１

多摩市社会福祉協議会職員募集

臨時職員

④障がい者体操教室（後期）

総務係

開催内容などの詳細は次号
（９月 15日発行号）にてお知らせいたします。

嘱託職員

③親子体操教室（後期）

▶問合せ

ヴィータ・コミュー

ネ ７ 階 ） に て 配 布。 多 摩 市 社 協

(https://www.

tamashakyo.jp/) よりダウンロード可。
応募資格・応募方法等の詳細は募集要項を参照

▶問合せ

総務係

☎（３７３）５６１１

（３７３）５６１２

４ 令和４年７月15日

～あたたかいお気持ちありがとうございます～

ご寄付の報告

（令和 ４ 年４月 １ 日～５月３１日）

★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★
順不同・敬称略（単位：円）

一般寄付

100,000
10,000
30,000
11,800
25,248

独楽寿司（乞田）
かんじ鍼灸院（諏訪 5 丁目）

2,549
5,967

その他
物品寄付

◆ボランティア・市民活動支援として
TIC 有志
中村 その子
◆子ども・若者支援のため
辻 秀暁
ふれあいサロン貝取 4-4
匿名（６件）
匿名…メッシュバッグ

4,500
10,000
10,000
6,014
162,000

582 枚

合計

令和４年４月１日～５月３１日

378,078

令和４年度累計（令和４年４月１日～５月３１日）

378,078

寄付金に関する問合せ・寄付受付
総務係 ☎（３７３）５６１１

◆フードドライブ（皆様の家庭にある食品をお寄せいただき、子ども・だれ
でも食堂、生活の支援が必要な方などに多摩市社協がお渡しします）
順不同・敬称略

フードドライブ

愛の箱

後藤 えりね
桜ヶ丘四丁目自治会
東京海上日動システムズ株式会社 社会貢献委員会
東京土建一般労働組合 多摩・稲城支部
匿名（５件）

牧野 優希…缶詰、調味料、コーヒーなど
会田 恭子…お菓子、お茶、調味料
井口 敏行…お米
グルメシティ多摩店…お米、インスタント食品、レトルト食品、缶詰、
調味料など		
foodium 多摩センター店…乾麺、インスタント食品、レトルト食品、
調味料、お菓子など
日本基督教団 永山教会…即席麺、レトルト食品
マイニチ WOW'ON…お菓子
匿名（５１件）…お米、
乾麺、お菓子、缶詰、乾物、インスタント食品（み
そ汁、即席麺など）、レトルト食品（カレー、おかゆ、
丼ものなど）、お茶、炭酸水、粉ミルク、調味料（砂糖、
塩、ルー、食用油など）ほか多数			

受付可能な食品：未開封で賞味期限が２ヶ月以上先の常温保存が可能なもの
アルコール類や手作り品は対象外です
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

（３７３）６６２９

（３７３）５６１２

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。

ふくしだより２０１号３面の「自治会・住宅管理組合ご近所ふくし応援助成金」の
訂正とお詫び

ご案内において、QRコードに誤りがございました。正式なものは右の通りです。ご迷惑を

手引き▶

お掛けしましたことお詫び申し上げます。

講座のご案内

日時・場所

対象・定員・費用

専門職による遺言と
相続税講座

日時 ７月26日㈫・27日㈬
午後2時～ 4時
場所 二幸産業・NSP健幸福祉
プラザ７階研修室

はじめてのボランティア
ポイント説明会

日時

対象
定員
費用

両日参加できる方
60人(申込先着順)
無料

内容・備考

申込・問合せ

内容 １日目：遺言と相続の基礎
二幸産業・NSP健幸福祉プラザ
知識
７階窓口または電話・FAX
講師：相田 浩和 氏（司法書士） ★権利擁護センター
２日目：相続税について
☎（３７３）５６７７
（３７３）５６１２
講師：内藤 純 氏（税理士）
※手話通訳・要約筆記あり

９月８日㈭ 午後２時から 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
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
（にゃんともTAMAる
費用
（多摩ボランティア・市民活動
険者証
無料
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

NPO・ボランティア・
市民活動個別相談会

ご近所支えあい
ハンドブック▶

日時 ①８月10日㈬ 午前11時～、 対象 既に活動しているNPO法
内容 NPO設立・運営に関する
② ９ 月14日 ㈬ 午 前10時 ～、 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
③午前11時～（各50分）
体、これから団体の設立を予定 ど
場所 ヴィータ・コミューネ７階
している方など
相談員：内藤 純 氏
（多摩ボランティア・市民活動 定員 ①②③各１組（申込先着順） （公認会計士・税理士・CFP)
費用 無料
支援センター）

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
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

親なきあと個別相談

日時 ８月24日、９月21日、10
月19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
いのある方と家族
定員 ①②各枠１家族（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)

聞こえと補聴器の
相談会

日時 ８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 )、補聴器
に関する相談など (40 分 )
※手話通訳・要約筆記有
相談員：言語聴覚士

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。

