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～市民が主役！みんなでつくる「支え合い」の仕組み～

★地域福祉推進委員会★

自分
人々が の住むまち
が
もっ
災害に と身近にな
る！
も強く
なる！

地域での生活の中で困りごとはありませんか？いざというときに頼れるご近所さんはいますか？多摩市社協は「誰もが自分
らしく安心して暮らせる福祉のまち」
を目指し、地域福祉推進委員会を立ち上げ、市民の皆さまと専門機関などが連携・協力し
て、地域課題を解決していくためのネットワークづくりをしています。市内を10のエリアに分け、自治会・住宅管理組合や民
生委員、老人クラブ、地域包括支援センター等地域で活動する様々な団体や市民の方々が、情報共有を通して地域課題の解決
に向け、様々な取り組みを行っています。多摩市社協は、
“横のつながり”
をつくることによって、
「お互いの顔が見える」
「助け合
える」
地域を目指して、事務局兼コーディネーターとして、市民の皆さまと共に地域福祉推進委員会を運営しています。皆さま
おひとりお一人の力が必要です！積極的なご参加をお待ちしています。

地域福祉推進委員会って？
活動の一部を紹介します
何で地域福祉推進委員会が必要なの？

東寺方・和田エリア

＊多摩市を取り巻く状況……
地域の中には、高齢者、障がい者、子育て中
の方など、手助けを必要としている方がいます。
様々な制度や福祉サービスがありますが、全
てが活用できるわけではありません。
こうした課題を解決するために地域全体で支
え合い、助け合う「地域のつながり」をつくる
取り組みが求められています。

百草団地にて地域福祉推
進委員会の立ち上げに向
け準備中

桜ヶ丘エリア
居場所：集会所でのサロン
活動

桜ヶ丘まちネット

関戸・一ノ宮エリア

連光寺・聖ヶ丘エリア

防災：関戸防災まち歩き

講座：消費者被害〜参加者
寸劇

まち育てネットワーク・関戸

連光寺・聖ヶ丘地域福祉推進委員会

愛宕・乞田エリア
講座：認知症の接し方

馬引沢・諏訪エリア

例えばどのような活動をしているの？

地域交流事業：寄席

＊地域の居場所づくり（サロン活動）
誰もが地域に立ち寄れる「居場所」としてサ
ロンをつくり、地域の皆さんが顔見知りになる
仕組みをつくっています。
また、地域内にある沢山のサロンが継続・連
携できるように支援しています。
＊防災の取り組み
「避難所運営体験」や「防災まち歩き」等を通
し、防災・減災の意識（自助・共助）を高め、災
害時に備えた地域のつながりを強化しています。
＊講座の開催
健康や制度、時事問題、防災などに関する様々
な講座を参加者の皆さんで企画実施しています。
＊広報紙の発行
地域ごとに委員会の活動や、地域の情報を発
信しています。自分の地域をよく知り、活発に
地域活動を進めるため、必要な人に必要な情報
を届けています。
＊その他
高齢者や児童の見守り、世代間交流など各関
係機関など、様々な団体と連携をとり、幅広い
世代のネットワークが拡がっています。

ほほえみネットワーク・愛宕
馬引沢・諏訪地域福祉推進委員会

唐木田・中沢・山王下エリア
唐木田にて地域福祉推進
委員会の立ち上げに向け
準備中

鶴牧・落合・南野エリア

貝取・豊ヶ丘エリア

講座：エンディングノート

防災：地元中学生も大勢参
加した避難所運営ゲーム

ふれあいトムとも

ネットワーク貝取・豊ヶ丘きずな

この取り組みは、地
域の皆さまからいた
だ いた 会 員 会 費を
財源としています。

永山エリア
防 災：瓜 生 小・永 山 小 中、
地区連絡会

福祉のネットワーク永山

各地域福祉推進委員会を支える世話人の皆さんです

まち育てネットワーク・関戸 連光寺・聖ヶ丘地域福祉推進委員会

桜ケ丘まちネット

ほほえみネットワーク・愛宕

馬引沢・諏訪地域福祉推進委員会 福祉のネットワーク永山 ネットワーク貝取・豊ヶ丘きずな

ふれあいトムとも

まち歩きや地域の行事に参 地域の見守りを進めるため サロン活動や広報、認知症 今年度は、高齢者の課題を 自分の地域や活動を紹介す 地域で安心・安全に暮らす 子 ど も か ら お 年 寄 り ま で 地域の人と人や様々な団体
加して人とのつながりを広 の集会所の活用について検 理解など、安心して暮らせ 中心としたネットワークを る わ が 街 再 発 見 事 業 が ス ため、認知症理解者を増や 様々な世代が繋がり、たく がつながりあう活動を進め
るための活動に力を入れて 広げています！
タートしました！
すこと、避難所単位で防災 さんのきずなが生まれる取 ています！
め、地域交流を深めていま 討しています！
います！
訓練や避難所運営について り組みを行っています！
す！
取り組んでいます！

▽

問合せ先

まちづくり推進係

☎
（３７３）
５６１６

多摩市社会福祉協議会

（３７３）
６６２９

会員募集中！

10,000
13,227
30,410
6,142
3,930
47,000

5,200

8月1日～9月30日
平成26年度累計（4月1日～9月30日）

合計

186袋

147,644
690,081

※寄付金のご協力のお願い
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出来ます。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。
▼

寄付に関するお問い合わせ 総務係 ☎（373）5611 （373）5612
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今年は
２会場で
掘り出し物がいっぱいの福祉バザーを今年も実施します。 開催！

にゃんともＴＡＭＡる
ボランティアポイント

福祉バザー

アポイント）事業が
（介護予防ボランティ
す！
12月１日から始まりま

子どもから大人の方まで、皆さまのご来場おまちしています。
時

場所など

平成27年１月24日㈯
午前10時〜午後３時

「第６回ボランティアまつり」会場
（ヴィータ・コミューネ８階第３学習室）

集

募

大

品

物

平 成27年 ２ 月18日 ㈬・
「第25回 春の発表会」
「福祉大会」会場
19日㈭・20日㈮
（総合福祉センター３階）
午前10時〜午後３時
21日㈯は、福祉団体の出店もあります。
２月21日㈯
（福祉団体は午後３時まで）
午前10時〜正午

付

▽

新品・未使用の雑貨、陶器類、贈答品などのご提供をお願いします。売り
上げの収益は、地域福祉事業に活用します。
※中古品、古着、電化製品、大型家具などのご提供はご遠慮いただいてます。
受付方法：①総務係（総合福祉センター７階）、②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）の各窓口に
お持ちいただくか、持ち込みが困難な場合はご連絡ください。
※２月21日㈯に出店する福祉団体も募集しています。
問合せ 総務係☎（373）5611
（373）5612

▽

▽▽

日

寄

Ⓒ多摩市
この事業は、多摩市内にお住まいの65歳以上の
方が、市の指定を受けた市内の介護保険事業を行う施設でボランテ
ィア活動を行い、その活動の時間数に応じてポイントを付与するも
のです。
ポイントが貯まり申請すると、そのポイントに応じた交付金が受
けられ、介護予防を促進し、元気な高齢の方が地域に貢献できる新
しい取り組みです。
健康的にボランティア活動をしながら、何か人の役に立ちたいと
いう65歳以上の皆さんのご参加をお待ちしています。
【事業登録対象者】
65歳以上で、多摩市介護保険第１号被保険者の方
【登録希望者の方は】
所定の「介護予防ボランティア登録申請書」に必要事項を記入し
下記まで。
登録時要持参物 介護保険被保険者証、印鑑
登録申込・問合せ
〒206－0011 多摩市関戸４－72 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）６６１１
（３７３）６６２９


福祉の
講座は
こちらです

31

月２日㈫～ 日㈮

花・野菜の種

▽対象 市内在住で次の手帳
をお持ちの方①身体障害者
手 帳 １ 級 ② 愛 の 手 帳 （療 育
手帳） １度 ③精 神障 害者 保
健福祉手帳１級
▽申込用紙配布場所 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
センター窓口及び市役所障
害福祉課
▽申請 方 法 必要 事項を記入
し、問 合 せ 先 にお 持 ちいた
だくか 郵 送（ 押 印 が必 要の
ためＦＡＸ不可となります）
※今年 度で、見 舞 金を 終 了い
たしま す。ご理 解 と ご協 力
をよろしくお願い致します。
▽問合せ まちづくり推進係
〒
多摩市関戸４
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
☎ （３７３） ５６１６
（３７３） ６６２９

物品寄付
フラワーショップやよい（一ノ宮3丁目）
市内の福祉団体へお配りしました

574
1,171
14,111
2,896
8,826
4,157

（2）

見舞金の申請を
受付けます

愛の箱
メンズサロン ラポール一ノ宮（一ノ宮3丁目）
フラワーショップやよい（一ノ宮3丁目）
貝取4-4団地管理組合（貝取4丁目）
よろずや米店（貝取１丁目）
多摩市貝取コミュニティセンター（貝取こぶし館）
喫茶店 白樺（貝取１丁目）
指定寄付
◆ボランティア・市民活動の推進に
TIC有志

12

ご協力お願いします

（平成26年8月1日～平成26年9月30日）順不同・敬称略（単位：円）

月１日㈪～ 日㈬

今年も地域福祉活動の推進
を目的とした歳末たすけあい
運動が始まります。 募金は自
治会・住宅管理組合の行う福
祉活動に対する助成金や市内
の重度障がい者の方々への見
舞 金 等 と し て、 還 元 さ れ ま
す。 今年も一層のご協力をよ
ろしくお願いいたします。
▽募金方法
①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窓
口、総合福祉センター３・
７階窓口及び市内の施設
等に設置の募金箱
②自治会・住宅管理組合の
募金活動
③市内各地の街頭募金（駅
前・
商店
街）

あたたかいお気持ち・ご寄付のご報告

☆多摩市内の地域福祉の推進（福祉のまちづくり）に役立てさせていただきます☆

鈴木はるみ
㈱イトーヨーカ堂 労働組合多摩センター支部
あたご地区自治連合協議会
佐藤美子
多摩市コミュニティカラオケ会 ふれあい交流会
㈱太平洋シルバーサービス シルバーシティ聖蹟桜ヶ丘

2014年11月15日

歳末たすけあい運動に

№156

ふくしだより

内容
日時
場所
対象・定員
費用
備考
申込・問合せ
成年後見シンポジウム「成年後見の多摩モデル構
権利擁護センター
築に向けて〜市民後見人の現在とこれから〜」
講師：新井誠
☎
（373）
5677
第一部：基調講演「多摩地域における成年後見制 平成27年１月24日㈯午後
氏（中央大学
中央大学3号館3115教室（八
（373）
5612
度を考える～世界と日本の現状をふまえて～」、事 ２時〜４時30分（午後１
300人（申込先着順）
無料
法学部教授）
王子市東中野742−1）
申込方法：平成27年１月
例報告
時開場）
パネリスト：
20日㈫までに電話また
第二部：パネルディスカッション「成年後見制度
弁護士他
はFAXにて申込
の多摩モデルの構築に向けて」
講座：多摩ボランティア市民
①12月５日②19日③平成27
マジックに関心があり、学ん
多摩ボランティア・市民
市民活動入門講座「地域活動編」
活動支援センター打ち合わせ
年１月９日、各金曜日、午
だ技術を生かして地域に貢
活動支援センター
（ヴィ
～マジックで地域活動～参加者募集！（全４回）
コーナー（ヴィータ・コミュ
講 師・ 助 手：
後６時30分〜８時、④１月
献した活動をしたいと考え 1,000円
ータ・コミューネ７階）
第１回：新聞の手品 第２回：ロープ・風船の手
ーネ７階）
奇術クラブマ
24日㈯
ている方16人
（先着順。但し、
☎
（373）
6611
（材料代等）
品 第３回：大きなトランプの手品 第４回：実演・
実演：ボランティアまつり会
ジックエコー
※④はボランティアまつり
１月24日のイベントに参加
（373）
6629
発表
場（ヴィータ・コミューネ７
の舞台参加（予定）
できる方優先）
申込開始日：11月20日㈭
階市民ロビー）

〜私たちも地域福祉を応援しています〜
☆換気扇（レンジフード）の分解清掃
☆エアコン分解清掃ー防カビ仕上げ
☆浴室、トイレ、床ワックス

12,600円
10,500円

など、など

●見積り無料です！●

家具の移動、お任せ下さい！
気楽に入れる気軽に聞ける
身近な街の畳屋です

畳工事一式

☆アパート、
マンションのお部屋清掃、共用部清掃、
不用品回収
☆老人ホーム、
お店、
事務所などの定期清掃～
業務用エアコン、
床ワックス、窓ガラスなど
多摩市連光寺 6－4－3 ℡042－338－5584

重田畳店

鶴牧5－2－4（鶴牧商店街）

TEL.042－339－1228

軽費老人ホーム偕楽荘

☆★見学受付中★☆
多摩の町並みを見渡す高台にある自立施設です
☆東京都にお住まいの60歳以上の方
☆日常生活が自立されている方
☆収入が月額10万5千〜32万円程度の方
☆保証人2名をたてられる方

まずはお気軽にお問い合わせください！
ホームページ http://rakuyuukai.com

社会福祉法人 楽友会

全室個室
入居一時
金不要。

