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2015年７月15日
プレゴ永山お客様各位からの寄
付によりミュージカル「アニー」
を観劇された時のイラストです。

福島県から多摩市に避難されて
いる女の子（７歳）の作品

‒

ふれあい・
いきいきサロン

‒ ‒

‒

‒

‒

‒

地域の皆さんが
気軽に参加できる『地域の居場所』

多摩市内にめざせ！

集会所等を利用して地域の方が楽しく運営しています。地域の

80 サロン

方ならどなたでも気軽に参加できます。顔見知りになることで

（平 成 2 7 年 ４ 月 現 在
59サロン）

見守り

や

引きこもり防止

にもつながっています。

ふれあいサロン「すずめのお宿」

めざせ！
笑顔あふれるまち
たすけあい
有償活動

ちょっとした困ったことを
地域の方がサポート

専門性を必要としない日常生活の「ちょっと困った」を支援する
住民同士のたすけあい活動です。
利用料金は１時間900円（日常生活援助）

たま
地域の皆さんでつくる

地域福祉
推進委員会

支え合い

の仕組み

市内を10のエリアに分けて、地域で活動する皆さんと専門機関な
どが情報共有を通して地域課題の解決に向けた取り組みを行って
います。

1,000円（介助を必要とするもの）

「ちょっと困った」を支援する

☆協力員大募集☆
市内及び近郊にお住まいの18歳以上の
健康で福祉に理解のある方であれば、
性別・経験・資格は問いません。

問合せ先

多摩市社協はコーディネーターとして、
よる支え合い活動

地域の皆さんに

をサポートしています。

専門機関と連携し、情報提供しながらまちづくりを進め、
相談などに応じています。皆さんの笑顔と支え合いの輪を一
緒に広げましょう！

多 摩 市 社 会 福 祉☎（373）5616
協 議 会 会 員 募 集￼（373）6629
中！
まちづくり推進係

ふくしだより

多摩市社協を

と

もっ

多摩ボラセンマスコットキャラクター決定 !
多摩ボランティア・市民活動支援センターの開設30周年を記念し、マスコットキ
ャラクターのデザインを募集したところ、全国から269作品の応募がありました。
▷最優秀賞 「タマボラ君」池田克也さん
タマの様な身体で、頭にパラボラアンテナをのっけた奇妙な生き物をキャラクタ
ーデザインしました。ハート型の手のひらで、地域の情報にアンテナを張っていま
す。ボランティア精神豊かなタマボラ君です。
最優秀賞作品につきましては、本センターの事業などのPRに活用いたします。
多摩ボラセンでは、市内の学校、企業などに…

多摩市社会福祉協議会 会員募集中

くね♥

・車イスの操作体験、
点字体験
・高齢者疑似体験セットの貸
出し
・特技、芸能ボランティアの
紹介

よろし
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利用してください
児）の
い者（
が
障
の
方へ
ビス
サー

地域活動支援センターあんど

温水プールでリハビリはじめませんか？

総合福祉センター５階の
水浴訓練室では、水の特性
を利用したリハビリとして
水中機能訓練を行っていま
す。
個別に専門スタッフが相
談に応じますので、お気軽
にお問い合わせください。
▷コース 火曜日・木曜日
▷内容 水中での機能訓練
（ストレッチ・筋力トレ
ーニング・歩行等）

＊平成27年度後期
（10〜３月）
水中機能訓練募集中

フローマシンでリラックス中…

※心疾患（過去に診断された方も含む）、失禁（オムツ使用）、感染症のある方の
利用は、できません。
※そのほか、健康増進のために個人・団体への貸出しも行っています。

なども行っています。ぜひご活用ください！
▷問合せ 多摩ボランティア・市民活動支援センター
☎（373）6611 ￼（373）6629

タマボラ君

お風呂でリフレッシュ！入浴サービス
自宅での入浴が困難な方
へ、総合福祉センターでの

権利擁護センター出張説明会行います！

施設入浴（送迎有）または

平成26年3月6日㈮にゆいま〜る聖ヶ丘の多目的室において新天本病院地域認知
症支援センターが主催する「第10回認知症はじめて教室」が開催され、権利擁護
センターから『高齢者の権利を守る 権利擁護セ
ンターでできること』と題して「福祉サービス利
用援助事業」や「成年後見制度」の説明を行いま
した。
参加者からは遺言や成年後見制度などの質問が
あがり、認知症になった時のことや、これからの
生活についての関心の高さがうかがえました。
権利擁護センターではいつでも出張説明会を行
いますので、お気軽にお問合せください。
▷問合せ 権利擁護センター☎（373）5677
￼（373）5612

訪問入浴サービスを行って
います。
施設入浴では、機械浴を
使用し看護師が体調管理を
しながら安全な入浴サービ
スを提供しています。

リラックスタイムのお手伝いをします！

【共通】
▷対象 市内在住のおおむね18歳以上の身体障害者手帳を所持する方
▷問合せ 障がい者支援係(福祉センター３階事務室)日曜日・第２土曜日・祝日
を除く午前８時30分から午後５時 ☎（356）0307 ￼（356）1155

平成27年度事業予算
支出

収入

法人運営のための経費
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

社協の運営のため
76,958

地域での福祉活動のため
153,795

事務費など
26,169

権利擁護事業を進めるため
44,365

老人福祉センター事業、
南部地域包括支援センターの
運営など
高齢者支援事業を進めるため
68,752

会員賛助金・寄付金など
6,550
介護保険事業収入
30,800

補助金
253,012

受託金
56,296

お金の使いみち
4億8,226万7,000円
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ーあんど、
デイサービス、
水浴訓練室事業など

その他のお金
14,111

入ってくるお金
4億8,226万7,000円

福祉事業収入
121,498

障がい者支援事業を進めるため
112,228
（単位：千円）

（単位：千円）
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ふくしだより
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★ 福祉フェスタ2015
福祉フェスタ2 015 開催！★
今年の秋は唐木田エリアが熱い！
イベントがあるならやっぱり秋がいいよね。そんな皆さまの声にお応えし
て、今年は秋に福祉フェスタ2015を開催します。
子どもから高齢の方までどなたでも楽しめるイベントが、盛りだくさんです。

●日にち

この機会に身近に福祉を感じていただき、ご一緒に楽しみませんか！

●時間

午前10時〜午後３時

掘り出し物いっぱいの「福祉バザー」も行います！！

●場所

総合福祉センター及びアクアブルー多摩

●内容

福祉施設・団体、ボランティア団体などに

「大妻女子大学多摩祭」も開催され、唐木田エリアが大賑わいとなりま

よる手作り品の販売、模擬店、発表、各種体験、

す！

福祉バザー、東日本大震災復興支援フェアなど

詳細は、ふくしだより９月号でお知らせしますので、お楽しみに!!

福祉バ
福祉
バザ
ー
付
物品
品
大募
集
！
福祉バ
ザ
ザー
ー寄
寄
寄付
付物
物
物品
品大
大募
募集！
集！
集
！
募集物品例

例年同様に、掘り出し物いっぱいの福祉バザーとなるように、今年度も
寄付物品を大募集しております。ご家庭に眠っている「未使用の贈答品、
雑貨、食器類など」をご寄付くださいますよう、多くの皆さまのご協力を
お願いいたします。
なお、福祉バザーでの収益は、すべて地域福祉事業のために活用いたし
ます。
新品・未使用の食器、寝具、雑貨、靴、バッグ、帽子、タオル、固
形石鹸、ハンカチ、介護用品、衣類、電池などを使用しない玩具、
傘、本、その他生活用品
※大きめの紙バッグ（手さげ袋）もぜひご寄付ください。
※大型家具、電化製品、食品、化粧品は誠に勝手ながら受け付けして
おりません。

受付方法
下記の窓口までお持ちください。
●法人管理課総務係 多摩市南野３−15−１（総合
福祉センター７階）平日午前８時30分〜午後５時
15分
●多摩ボランティア・市民活動支援センター
多摩市関戸４−72 （ヴィータ・コミューネ７
階）
平日午前９時〜午後７時※第１・３月曜日を除く
土曜日、第１・３日曜日午前９時〜午前５時
※持ち込みが困難な場合は、ご連絡ください。
▷問合せ：総務係☎（373）5611 ￼（373）5612

★福祉フェスタ2015参加団体募集★
福祉フェスタに参加し、一緒に楽しみませんか？
▷申込要件
趣旨を理解し、本フェスタで営利・宗教・政治的活動を
目的としない団体
▷募集内容
①ステージ発表②各種体験・ミニ講座③物販④その他
（活動紹介・相談・福祉啓発等）

▷申込期間 平成27年７月31日㈮まで
▷申込方法 「福祉フェスタ2015参加申込書」を窓口（総
合福祉センター７階）に持参、またはFAXで申し込み。
※「 福 祉 フ ェ ス タ 2 0 1 5 参 加 申 込 書 」 は 、 ホ ー ム ペ ー ジ
（http://www.tamashakyo.jp/）よりダウンロード可
▷申込・問合せ 総務係 ☎（373）5611
￼（373）5612

社協よりお願い

寄贈してください
多摩市社協では、地域で活動す
るために原動機付自転車や、アシ
スト自転車を使用しています。
寄贈品には、寄付をして下さっ

〜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

た方のお名前をお入れいたします

12,600円〜
10,500円〜

★ 浴室、トイレ、床ワックス など、など

見積り無料です！
クリーニング・清掃のことなら

※誠に勝手ながら安全面から新品の

★ 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

多摩市商工会議所会員
多摩市関戸２ 35 ８

このスペースに
掲載する有料広告を募集
しています
（本会の信用及び品位、並びに広告媒体の
公共性を損なうおそれのあるものは掲載で
きません）
※料金など詳しくは、下記にお問い合わせ
頂くか、「社会福祉法人多摩市社会福祉
協議会有料広告掲載等取扱要綱」をホー
ムぺージでご覧ください。
▷申込・問合せ 総務係☎（373）5611
￼
（373）5612

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

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

問合せ

総務係

☎（373）5611
￼（373）5612

℡042 338 5584

☆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

ものをお願いいたします。

全室個室
入居一時
金不要。

多摩市社会福祉協議会 会員募集中

また、なんと同日に「たまかんフェスタ」「からきだ菖蒲館まつり」

10月18日（日）

ふくしだより
あたたかいお気持ち・ご寄付のご報告

「集合住宅での支え合いの
仕組みづくり」

（平成27年4月1日〜平成27年5月31日）順不同・敬称略（単位：円）

3,000
7,043

（馬引沢・諏訪地域福祉推進委員会）

34,740
34,740

※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。
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▶寄付金に関するお問合わせ
総務係 ☎
（373）5611￼(373)5612

こんにちは！
赤い屋根の募金箱です

か所︑多摩市内のお店や企業

まちのお店に赤い屋根の募金箱︑ご覧になったことはあり

６月29日(月)、143人
が参加され、桜ヶ丘カン
トリークラブのご協力を
得て開催しました。この
大会へのチャリティ・協
賛金719,200円は多摩市
の地域福祉のために活用
させていただきます。

ますか？﹁愛の箱﹂募金箱は約

の窓口に設置していただいています︒集まった募金は地域福

祉事業に役立たせて

いただきます︒

〝 福 祉 協 力 店 〟と し

て﹁ 愛 の 箱 ﹂を 設 置 し

たり︑このふくしだ

よりを配架してくだ

さるお店や企業も大

募集中です！

ご報告します

70

「ふれあい・いきいきサロン」

あなたのチカラを
地域のために

の説明会を開催します !

平成 年に立ち上がり︑東永山複合施設を
拠 点 に ︑ 偶 数 月 の 第 ３土 曜 日 に 活 動 し て い ま
す︒
いざという時に助け合うために！

合計

集合住宅が多い諏訪地区では︑高齢化が進
み日頃からの見守り︑支え合いの仕組みづく
りが急務となっています︒
東日本大震災以降︑災害時に地域でどのよ

４月１日〜５月31日
平成27年度累計(４月１日〜５月31日)

うに支え合うか検討を重ね︑﹁日頃からのご近
所関係が大事﹂とのことで︑コミュニティづく
りを中心に︑見守りや災害時の支え合いのた
めのサポートマップも作成してきました︒
今 回 は﹁ 集 合 住 宅 に 特 化 し た 講 座 ﹂を 企 画 し
た い と の 声 が 地 域 か ら 挙 が り ︑ 平 成 年 ２月
１日ベルブホールで﹁東日本大震災から学ぶ集
合住宅における防災とコミュニティ﹂をテーマ
に普及啓発講座を企画・開催しました︒
当日は︑ 人もの参加者が集まり︑地域の皆
さんの関心の高さがうかがえました︒

洗剤 20個
チケット「アニー」 30枚
災害時保存食・保存水

﹁備蓄品やご近所関係を真剣に考える機会と

5,000

物品寄付
明治神宮崇敬会
㈱エイチエムズ「プレゴ永山お客様各位」
東京海上日動システムズ㈱

な っ た ﹂﹁ 講 座 の 内 容 を 地 域 の 皆 さ ん に 伝 え た
い﹂﹁集合住宅ではトイレの対応︑備えが大切﹂

3,600

など多くの感想が寄せられました︒

5,000

今回の講座を通して
①災害を他人事と考えない

え合える地域作りを進めていきたいと思います︒
▽問合せ まちづくり推進係
☎
︵３７３︶５６１６ ￼︵３７３︶６６２９

3,403
651
7,043

②常に災害時に備えておかなければならない
③日頃からの地域の助け合いが第一︑という
ことを改めて再確認することができました︒
今後も︑いざという時にも助け合える︑支

愛の箱
有限会社 永山石油
（永山２丁目）
かんじ鍼灸院
（諏訪５丁目）
青木屋
（諏訪５丁目）
指定寄付
◆小地域福祉活動の推進に
福祉のネットワーク永山
◆ボランティア・市民活動の推進に
TIC有志
◆ボランティア基金に
（旧）
なかまの会在宅グループ
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地域のサポーターになりませんか

生活支援員は、認知症や障がい等により判断能力
が不十分なため、福祉サービスの利用に際し援助が
必要な方の支援を行います。
▷職種 生活支援員(登録型)
▷募集人員 若干名
※応募資格・報酬等詳細は募集要項を参照
▷選考方法 面接(９月10日実施)
▷応募方法 指定の申込書を８月31日㈪までに持参
※募集要項の配布場所 権利擁護センター（総合福
祉センター７階）、多摩ボランティア・市民活動
支援センター（ヴィータ７階）
▷事業説明会(要予約)
７月27日㈪ 第１回 午前10時から
第２回 午後２時から
第３回 午後７時から
いずれも会場は総合福祉センター７階705会議室
１時間程度で同じ内容。
▷申込・問合せ 権利擁護センター
☎(373)5677 ￼(373)5612

｢ふれあい・いきいきサロン｣は、地域の誰も
が気軽に立ち寄れる仲間づくりと出会いの場で
す。顔見知りが増え、地域の見守りにもつなが
ります。
市内にお住まいでサロンを始めてみたい方、
サロン活動に興味・関心のある方、ぜひご参加
ください。
▷日時 ７月29日㈬午前10時〜11時30分
▷場所 関戸公民館第２学習室
（ヴィータ８階）
▷内容 サロンについての説明、サロン活動の
体験談など
▷参加申込 ７月28日㈫までにお申込みください
▷申込・問合せ まちづくり推進係
☎
（373）
5616 ￼
（373）
6629

第24回チャリティゴルフ大会にご参加、ご協賛いただきましてありがとうございました。
協賛者一覧表（順不同・敬称略）
㈱アイム

ゴルフパートナー多摩練習場

㈱多摩ニュータウンサービス

永山健康ランド 竹取の湯

横井

㈱麻生徽章

桜ヶ丘カントリークラブ

土山

二木ゴルフ 多摩センター店

㈱リーブケア

一般社団法人 石巻元気復興センター

佐々木

ドウエル聖蹟 小山

日産プリンス西東京販売㈱ 多摩センター店

レクサス多摩

一般社団法人 多摩市緑進会

西都ヤクルト販売㈱

学校法人 五島育英会 東急自動車学校

パシフィックリプロサービス㈱

匿名（大会参加申込者 有志）

桜美林大学 多摩アカデミーヒルズ

重田畳店

東京ヴェルディ 1969 フットボールクラブ㈱

㈲ふじ消防設備

金華山

潮風商店

瑛

録志

スポーツクラブ NAS 聖蹟桜ヶ丘店

東京海上日動システムズ㈱

㈲ブロッサム

京王レクリエーション㈱ 京王ゴルフ練習場

㈱タイコー

東京多摩ロータリークラブ

㈲ポイント・フォー企画

㈲ケイワイエム

多摩市自治連合会

トヨタ西東京カローラ㈱

㈲南野ゴルフ

公益財団法人 多摩市文化振興財団

多摩市職員組合

中沢鍼灸接骨院

明治神宮崇敬会

㈲小山商店

多摩商工会議所

永山運送㈱

㈱ユニカ マグレブ事業部

内容

福祉の講座は
こちらです。

(4)

シリーズ福祉のネットワーク⑭

☆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☆
匿名
宮竹美壽子

No.160 2015年７月15日

日時

場所

対象・定員

費用

備考

多摩ボランティア・市民活動支援センター
多摩ボランティ
協力事業
７月28日㈫、29日 ア・市民活動支援 小学生以上
1人90円
夏休み手話教室 〜全３回〜
㈬、30日㈭
センター永山分室 30人
（保険代/ 主催：多摩市手話サークル「クローバー」
初めての人でも大丈夫。みんなで手話
午前10時〜正午 (永山３−９東永 (申し込み先着順) 任意）
を覚えましょう。おひとりで、お友達
山複合施設内)
と、親子で、どなたでも参加できます。

弘昌

申込・問合せ

多摩ボランティア・市民活
動支援センター
☎
（373）6611
￼
（373）6629

多摩ボランティア・市民活動支援センター
夏休みチャリティイベント
つくろう！知ってみよう！電子工作で学
ぶでんきと光のふしぎ
電子工作キットを使って、でんきと光
のしくみを学びます。楽しみながら参加
できる科学実験イベントです。夏休みの
自由研究にも役立ててみませんか！

多摩ボランティ
※小学生１・２年生は保護者同伴（必須）
８月４日㈫
小学生の方
ア・市民活動支援
※参加費は、ボランティア・市民活動振興
①午前10時〜正午
各回とも15人
500円
センター(ヴィー
のために活用させていただきます。
の参加
②午後１時30分〜
(申し込み先着順) (参加費)
小学生 よ♪
タ７階)
※保護者は費用負担なし
る
午後３時30分
まって
講師・協力：NPO法人きらめきライフ多摩

地域活動支援センターあんど（障がい者福
祉センター ）
視覚障がい者パソコン教室参加者募集！
マイエディット（視覚障がい者用の音声機
能などのあるパソコンソフト）
の使い方

９月３日、10日、
市内在住で概ね
17日・24日の各木
総合福祉センター 18歳以上の視覚
曜日(全４回)
502会議室
障がいの方
午後１時30分〜３
４人
時30分

500円

障がい者支援係
８月14日㈮までに電話、または総合福祉セ
☎(356)0307
ンター３階事務室へ直接申し込み。
￼（356）
1155

