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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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＊～来て・見て・触れて 感じるふくし～福祉フェスタ2022、福祉バザー開催ご案内
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＊子ども・若者応援助成金
＊高次脳機能障害支援促進事業
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４ ＊ご寄付の報告
面 ＊講座のご案内

赤い羽根共同募金 にご協力をお願いします
【運動期間】１０月１日～１２月３１日

「困ったときは、おたがいさま 支え合う人たちがいる」
多摩市で集まった「赤い羽根共同募金」は、福祉の支援が必要な人が安心して暮らせるように、
子どもたち、高齢者、障がい者などを支援するさまざまな福祉活動のために役立てられます。
また東京都では、大規模災害発生時の支援や、長引くコロナ禍での孤立・孤独の問題に対する
地域での支えあいへの助成などにも活用されます。
共同募金は「じぶんの町を良くするしくみ」です。今年も温かいご支援とご協力をお願いいたします。

共同募金の
使い道

街頭募金
下記の日程で各駅前での募金を行います。
日にち

地区募金を通して
自治会・住宅管理組合にご協力いただき、回覧などによる募金
をお願いしています。

チャリティお菓子を購入して
販売期間：10月３日㈫～ 12月23日㈮まで
販売金額：1個500円（うち100円が募金となります）
チャリティお菓子取り扱い店
✿ きっちん空（貝取商店街）
✿ 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）

共同募金図書カード・クオカードを購入して
販売期間：10月11日㈫から下記の窓口で購入可
（なくなり次第終了）
販売金額：1,000円（500円分が使用可能）
✿ 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）

募金総額

１０/

１㈯

１０/ ４㈫
１０/ １２㈬
１０/ １３㈭
１０/ １４㈮

場 所
聖蹟桜ヶ丘駅
永山駅
多摩センター駅
唐木田駅
永山駅
多摩センター駅
聖蹟桜ヶ丘駅

時 間
午前１１時～正午
正午～午後１時
午後３時～４時
午前８時～９時
午前１０時３０分～１１時３０分
午後３時～４時
午後３時～４時

※感染症の影響により中止する場合があります。

auPAY募金
お手元のスマートフォンなどからも募金が可能です。
➊ auPAYアプリをインストール
（GooglePlay、
Appストアから）
➋ アプリを立ち上げ「コード支払」から
右のQRコードを読み取る
➌「東京都共同募金会 多摩地区協力会」の
画面で任意の募金額を入力し支払を確定

ゆうちょ銀行口座への振込
◆口座名：社会福祉法人東京都共同募金会 多摩地区協力会
（ゆうちょ間で振り込む場合）口座番号 ００１９０- ３- ６７４４７３
（他行から振り込む場合）０一九（ｾﾞﾛｲﾁｷｭｳ）店（０１９） 当座
口座番号 ０６７４４７３

※振込手数料は別途ご負担をお願いします。

１，０７２，７４１円

温かいご支援、ご協力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７団体に配分され、
利用者支援のための費用や、新型コロナ感染予防のため
の環境整備に充てられました。
(空気清浄機購入、パーテーションの設置費用など)

【運動療法の実施】
リズム体操やチーム対抗ゲー
ムなどを楽しみながら、子ど
もたちの健康維持のため身体
を動かします。

【ミーティングチェアの購入】
長椅子からパーテーションに
合わせた椅子に変更。距離を
取り会話・作業が可能になり
ました。

令和 5 年度の活動に使用する地域配分 (B 配分 ) の申請については、2 面をご覧ください。

▶申込・問合せ 東京都共同募金会 多摩地区協力会（事務局：総務係） ☎（３７３）５６１１

（３７３）５６１２

２ 令和４年９月15日

～来て・見て ･ 触れて・感じるふくし～

福祉フェスタ２０２２開催！

１０月１６日 ( 日 )

午前１０時～午後３時

会場： 二幸産業・NSP 健幸福祉プラザ＆アクアブルー多摩

「福祉フェスタ」は多摩市内やその近隣で活動する福祉団体や事業所が参加する催しです。各団体の発表や体験企画、自主製品の
販売などを通じて、楽しみながら身近に福祉を感じてもらい、交流を深めるために開催しています。感染拡大防止のための注意事項
等をご確認いただき、ぜひご参加ください。
（コロナ感染症の影響により予告なく開催を中止する場合があります）
※中止や内容の変更は多摩市社協 （https://www.tamashakyo.jp/）にてご案内します。

販売コーナー（会場：健幸福祉プラザ3階吹き抜け通路）

発  表（会場：健幸福祉プラザ3階多目的フロア）

福祉団体が日常作業で作った品や店舗で取り
扱っている商品などを販売します。
●手作り雑貨（和布 ･毛糸を使った小物類、
点字用紙のリサイクル品、陶芸品など）
●多摩市の地採り野菜
●パン・焼き菓子 など

10：10 ～ オカリナ同好会浜千鳥

※今回の福祉フェスタでは、コロナ感染拡大防止の観点から、飲食物関係の模擬店
は実施しません。また、感染流行状況により、販売する品物や飲食物の取り扱い
について制限をさせていただく場合がございますので、予めご了承ください。

14：30 ～ 自立ステーションつばさ

福祉バザー（会場：健幸福祉プラザ3階屋外ペデ）

映画上映（会場：健幸福祉プラザ5階視聴覚室）

10：50 ～ お箏を楽しむ会
11：30 ～ 南京玉すだれ多摩お江戸隊
13：00 ～ 琴遊会
13：45 ～ 東京多摩みなみワイズメンズクラブ（プランター野菜栽培講座）

福祉バザーでは、市民の皆さまから
ご寄付いただいた「使わなくなって
しまった未使用品」の数々を、安価で
販売しています。
【主な販売品】
食器・日用雑貨・服飾品・介護用品
寝具・おもちゃ など

※バザー品の寄付受付は現在行っておりません。
※当日の天候により開催内容を変更・中止する場合があります。

赤い羽根共同募金
地域配分
（B 配分）
申請受付中

対象事業 令和５年度に実施する以下の事業
①新型コロナウイルス感染拡大防止に関する事業

②利用者や地域住民が使用する防災・災害対策用備品の整備

※会場・スケジュールは変更の可能性があります。

①10：30～「僕とケアニンとおばあちゃんたちと。
」
（2019年制作 / 70分）
②13：30～
利用者や介護スタッフの笑い声であふれ、誰も
が「ここで過ごしたい」と言う介護施設「あおいけ
あ」は、国内外からの視察などが後を絶たない今
最も注目を集める施設。
この施設に監督が１年間密着し、人生を謳歌し
ている認知症のお年寄りたちの姿を撮ったドキュ
メンタリー映画です。

地域活動支援センター
あ ん ど

高次脳機能障害者支援促進事業

◆ 講 演 会 ◆

「障害をもつことになって見えてきた、
多様化社会に向け本当に必要なこと」
自身に高次脳機能障害がある中での就労を経て、障がいのある
人を企業に紹介し就職に繋げる支援会社を起業した社長を講師に
お迎えします。だれもが社会に等しく関り自分らしい生き方がで
きる社会を実現するためにチャレンジしている体験談です。

③利用者が使用する備品の整備
④小規模修理・改修
⑤研修・講習会など
▷申請額

日

時

１０月２９日㈯午後２時～４時

１施設（団体）３０万円以内 ※申請する事業費の75％以内
▷募集要項・申請書類
多摩市社協窓口で配布、または （https://tamashakyo.jp/)

場

所

二幸産業・NSP健幸福祉プラザ７階研修室

対

象

高次脳機能障害のある方、ご家族、関心のある方

定

員

３０人（申込先着順）

よりダウンロード可。

講

師 「株式会社アクティベートラボ」代表取締役

▷提出期限

１１月１１日㈮必着

▶問合せ 東京都共同募金会 多摩地区協力会（事務局：総務係）
☎（３７３）５６１１

（３７３）５６１２

令和４年度多摩市社会福祉協議会

子ども・若者応援助成金
多摩市社協では、子ども・若者の健やかな成長を支える地域づ
くりのため「子ども・若者応援基金」を創設しました。多くの方
からご寄付いただいたこの基金を活用し、子ども食堂や学習支援
など、多世代の交流や多くの経験を得られる子どもや若者の居場
所づくり等に取り組む団体に対し、助成金を交付します。
※対 象となる団体や事業、助成の詳細、申請書類は、多摩ボラセン
(https://www.tamavc.jp/)でご確認ください。

▷申込締切 ９月３０日㈮
▶問合せ

ボランティア担当
☎（３７３）６６１１

（３７３）６６２９

増本 裕司 氏

▶申込・問合せ センター係 ☎（３５６）０３０７ （３５６）１１５５
ando@tamashakyo.jp

◆失語症入門講座◆

「失語症の理解と支援」
脳卒中や事故後に「言葉がうまく出ない」
「読み書きができない」
「文章が理解できない」
「数字の聞き間違え・言い間違え」等の症
状が残るのが失語症です。失語症の方と接する方へ、会話のコツ
や当事者の体験談をお伝えします。
日

時

１１月１９日(土)

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階研修室

対

象

失語症のご家族、医療・福祉・高齢・介護などの相談や支援
にあたる方

定

員

３5人（申込不要、直接会場へ）

講

師

新井 慎 氏（言語聴覚士）、当事者

主

催

多摩市失語症友の会こだま （多摩市社協協力）

▶問合せ
多摩市失語症友の会こだま 野副 ☎０４４（９８７）６５１５
センター係 ☎（３５６）０３０７ （３５６）１１５５

令和４年９月15日 ３

体験・相談コーナー（会場：健幸福祉プラザ・アクアブルー多摩内）
ボランティア団体・福祉団体などの活動を
実際に体験したり、活動内容に関する相談会
を行います。
●鉄道模型、ミニ消防車、福祉車両の体験
●ぬり絵・手品・音訳・動画作成などの体験会
●骨 密度測定、栄養相談、相続・遺言、障が
い年金などの各種暮らしの相談会

●入口にて検温実施予定です。37.5℃を超える発熱のある方は、ご参加をお断り

させていただきます。
●ご 来場の際はマスクを着用し、人との距離を十分にとって密を避けることに

ご協力ください。
●食品等の販売商品は持ち帰りのみとし、会場内での飲食は禁止とします。

災害時支援ボランティアの輪を広げよう！
（要配慮者支援編）
（会場：健幸福祉プラザ７階７０４研修室）
災害時の避難行動や避難生活の中では、高齢者・障がいのある方・
外国の方など支援が必要な方がいます。どのような点に配慮する必要
があるのか、基本的な知識を学びませんか。視覚障がい者体験など親子
で参加できる体験メニューもありますので、お気軽にお申込みください。
時間：10：00 ～ 14：30

【コロナ感染症に関する福祉フェスタ諸注意】

※時間をわけて５つの講座を実施。

定員：各回 20 人程度（申込先着順）※希望する講座のみ申込可

「秋だ からきだ お祭りだ」
10月の唐木田地区では、福祉フェスタのほかに、各施設でイベントが
開催されます。開催日のほか詳細は各団体へ直接お問合せ下さい。

▶たまかんフェスタ（主催：多摩ニュータウン環境組合）
日時：１０月１６日㈰ １０～１５時
会場：多摩清掃工場（唐木田２－１－１）

▶からきだ菖蒲館まつり（主催：唐木田コミュニティセンター運営協議会）
日時：１０月１５日㈯ １０～１９時、１６日㈰ １０～１６時
会場：からきだ菖蒲館（鶴牧６－１４）

内容：①外国人支援 ②視覚障がい者支援（ガイドヘルプ体験あり）
③聴覚障がい者支援 ④身体障がい者支援（車いす体験あり）
⑤認知症の高齢者理解 ※各回30分～１時間程度。

▶大妻多摩祭（主催：大妻女子大学 大妻多摩祭実行委員会）

申込：詳細は多摩ボラセン

※例年実施しております４館合同のスタンプラリーは、今年度実施いたしません。

問合せ：ボランティア担当

で確認の上、お申込みください。
☎（373）6611

（373）6629

第５回 地域ささえあい
歳末チャリティゴルフ大会
開催：１２月５日(月)
定

参加者
募集

会場：府中カントリークラブ

１２０人

員

日時：１０月２９日㈯、３０日㈰ １０～１７時
会場：大妻女子大学多摩キャンパス（唐木田２－７－１）

▶問合せ

総務係

☎（３７３）５６１１

（３７３）５６１２

第３０回チャリティゴルフ大会への
ご参加・ご協賛ありがとうございました。
７月１１日㈪に桜ヶ丘カントリークラブにて開催しました。
参加者

１７０人

チャリティ金・協賛金総額

７２７，０００円

プレー費

	21,400円（昼食代、キャディ・カート代、利用税込）

このチャリティ金は、地域で行われる支えあい・
見守り・居場所づくりなどをすすめる活動の支援の
ために活用させていただきます。

申込方法

	１０月３日㈪９時より電話にて予約受付開始。

●ご協賛・ご協力団体（順不同・敬称略）

応募者多数の場合は以下のように期間を区切り、抽選を行います。
１次募集：10月３日㈪～７日㈮までに予約いただいた方より20
組80人までを抽選
２次募集：17日㈪９時より再募集。（定員まで先着順、満了後は
キャンセル待ち）
※新型コロナウィルス感染症の影響により開催を変更・中止する可能性があります。

この大会は、毎年12月に行う歳末たすけあい運動の一環とし
て開催します。この募金は、自治会などが行う地域での支えあ
い活動や居場所づくり（サロン活動）、子ども食堂等の活動支援
などのために活用します。
～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下記までご連絡ください。ご協賛については、
大会でのお知らせや、ふくしだより・ホームページなどに掲載いたします。

▶申込・問合せ 総務係 ☎（３７３）５６１１

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

（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

(有)南野ゴルフ
東京多摩ロータリークラブ
東京多摩グリーンロータリークラブ
(有)萩原鉄工
トヨタS&Dフリート西東京（株）
(有)ケイワイエム
(株)ユニカ マグレブ事業部
(株）麻生徽章
(株)二木ゴルフ 多摩センター店
(株)タイコー
(株）
多摩ニュータウンサービス
永山運送（株）
野崎印刷紙器(株)
(株)京王百貨店 聖蹟桜ヶ丘店
都市農住事業（株）
スポーツクラブNAS聖蹟桜ヶ丘
桜美林大学多摩アカデミーヒルズ
（一社）多摩市緑進会
永山健康ランド竹取の湯
中沢鍼灸接骨院
コーヒーショップ白樺
ドゥエル聖蹟 小山
多摩市自治連合会
ゴルフガレージ多摩店
桜ヶ丘カントリークラブ
匿名（2件）
京王レクリエーション(株) 京王ゴルフ練習場
東京キリンビバレッジサービス（株）府中支店

２次募集受付中
～地域の支えあい活動を応援します～
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」
ぜひ地域活動にご活用ください。活動についてのご相談も随時受け付け
ています。なお、助成金の詳細は申請の手引きを、見守りや居場所づくり
などの地域での支えあい活動についてはハンドブックをご確認ください。

申込締切 １０月２８日㈮

▽

3,000円（地域ささえあい募金）

参加費

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福祉の啓発活動
20,000円
区分３ 地域交流事業
10,000円
※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。
自治会・住宅管理組合
ご近所ふくし応援助成金
申請の手引き▶

ご近所支えあい
ハンドブック▶

▶問合せ まちづくり推進担当 ☎（３７３）５６１６

（３７３）６６２９

４ 令和４年９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６月 １ 日～７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

12,129
30,000
185,000
3,000
10,000
6,761
116,058

神宮 誠
相澤 良夫
ＫＤＤＩ株式会社
連光寺本村自治会 日生住宅
多摩美術家協会
元・多摩文化推進事業団
匿名（６件）

8,012
10,542
14,678
7,431

その他

◆小地域福祉活動推進のため
粟田 實
◆ボランティア・市民活動支援のため
東京海上ビジネスサポート株式会社
◆ボランティア基金
ボランティア基金募金箱
◆子ども・若者支援のため
粟田 實
辻 秀暁
東京多摩ロータリークラブ
匿名（７件）

50,000
（商品券）100,000

2,495
50,000
10,000
100,000
179,000

物品寄付

合計

NPO 法人プレゴ 社会貢献基金…永山コパボウルご優待券 69 枚
匿名…クリンフット（除菌玄関マット）250 個
令和４年６月１日～７月３１日
令和４年度累計（令和４年４月１日～７月３１日）

寄付金に関する問合せ・寄付受付
総務係 ☎（３７３）５６１１

寄 付 金
ご協力の
お 願 い

順不同・敬称略

フードドライブ

愛の箱

さくら歯科（関戸４丁目）
青木屋（諏訪５丁目）
株式会社麻生徽章（落合６丁目）
売店ひまわり（多摩市役所内）

◆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）
的射場 明子…お米
吉本 冬樹…お茶（ティーバッグ）
宇田 美津江…レトルトカレー
鈴木 深恵 ･ 羽生 和美 ･ 高野 波子 (dōTEERA)…お米、レトルト食品、
缶詰、お菓子など
グルメシティ多摩店…インスタント食品、レトルト食品、缶詰、飲料、
お菓子など
foodium 多摩センター店…インスタント食品、レトルト食品、缶詰、
飲料、お菓子など
生活協同組合コープみらい…お米
生活協同組合コープみらい 貝取店…お米、レトルト食品、缶詰、飲料、
調味料など
株式会社ヴァリアント（マイニチ WOW’ON）…お菓子
プレゴ永山 お客様各位…お菓子
東京海上日動システムズ株式会社…缶詰
馬引沢団地ボランティアクラブ…非常食（パンの缶詰）
社会福祉法人楽友会…乾パン
りすのき保育園…インスタント食品、レトルト食品、缶詰など
大乗寺…お米、インスタント食品、缶詰など
匿名（４９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、丼ものなど）、
飲料、調味料（醤油、味噌、酢など）ほか多数

895,106 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
1,273,184
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
（３７３）６６２９
ボランティア担当 ☎（３７３）６６１１
（３７３）５６１２

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。

講座のご案内

日時・場所

対象・定員・費用

内容・備考

はじめてのボランティア
ポイント説明会

日時 10月13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
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
（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

日時 10月12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）

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 10 月 19 日、11 月 16 日、 対象 多摩市に住所を有する障が
12月21日（各水曜日）
いのある方と家族
①午後１時～②午後２時～（各 定員 ①②各枠１家族（申込先着
順）
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

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

視覚障がい者
パソコン教室
「年賀状をつくろう）

日時

11月26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

多摩市に住所を有する耳が
聞こえにくい方とご家族など
定員 ８人（申込先着順）
費用 無料

日時 11月10日～ 12月1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）

対象

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

内容

内容

ワードを使った年賀状作成
筆記用具

持ち物

10月7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

●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。

