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大規模災害が起きたら！

石巻災害ボラセン受付場面

災害ボランティアセンターへ
多摩市社協は、大規模な災害が起こった際に多摩市と連携しながら、総合福祉センター（予定）に
「災害ボランティアセンター」を立ち上げます。
被災地内外から集まるボランティアと支援を必要とする人々を結びつける役割を担います。

大島災害ボラセン ボランティア受付場面

石巻 緊迫したミーティング風景

（平成25年 多摩市社協職員も現地災害ボラセンを応援に行きました）

（平成23年 市民の方と現地で支援活動を行いました）

センター運営ボランティアスタッフ登録者を募集！

多摩市総合防災訓練に参加しました！

関心のある方は、災害ボランティアセンターの運営支援や被災された住民の復旧・復興に向けた活動にご協力
してください。

「災害ボランティアセンター設置・
運営訓練」の実施

10月24日㈯

いざという時に効率よく活動できるように、市民の皆
さまやボランティア団体などの参加と協力を得ながら、
総合福祉センターで実施します。

「避難行動要支援
者の安否確認・避難
訓練」には、ボラン
ティアをコーディ
①支援が必要な方の相談受付

②ボランティア受付

③要請に基づいて、ボランティ ④これから活動に行きます！
アをコーディネート

ネートし、参加しま
した。

タマボラ君

災害時要配慮者への支援
①災害時要配慮者「わたしたちからのメッセージ」冊子

②「ヘルプカード」

障がい者や外国人、子どもがいる家族など災害時に
支援が必要な方々から、困ること、知ってもらいたい

障がいや難病など支援の必要な人が、必要
な手助けや連絡先をあらかじめ記入してお

災害時要配慮者

ことや支援の方法などを当事者からのメッセージとし
てまとめた冊子です。
※平成25年６月の災害対策基本法の改正により、「災害時

き、災害時や緊急時などに周囲の人に提示し
て、「手助けを必要とする人」と「手助けを
する人」をつなぎ、理解を得やすくするカー

要援護者」から「要配慮者」へ表記が変更になりました
※多摩ボランティア・市民活動支援センターのホームペー
ジ（http://www.tamavc.jp）からもご覧いただけます

ドです。ヘルプカードを持った人が困ってい
る場合は、積極的に声をかけてヘルプカードの記載内容に沿った支援を
お願いします。
配布場所などはお問い合わせください

▷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へ

多摩市社会福祉協議会

会員募集中！

”！
”！
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地 域 で つ な が る ・ 地 域 で 支 え る 福 祉 の ま ち
体験コーナー
視覚障がい者体験メガネなどをつけて輪投げ、ヘルプカードや福祉マークなどを使ったク
イズ、電動車いす・介護用ベッドほか福祉用具体験、握力測定、介護スイーツ試食会、視覚
障がい者の方々がどんなふうにパソコンを使っているか体験、障がい者支援ツールの紹介、
健康体操体験、鉄道模型の運転体験や駅係員業務体験、
ぬり絵やボランティアミニ講座、竹とんぼ手作り体験、
たくさん体験すると、
クリスマス飾り作り、どんぐりと古布でお花作り、さを
ステキな景品がもらえ
り織り機でコースター作り、ハーブのサシェ作り、福祉

車両展示、視覚障がい者の方などによる無料マッサ
ージ、赤い羽根共同募金など

るよ♪

がんばっぺ！石巻〜食べもの横丁〜
石巻やきそば、カキフライ、カキの串焼き、牛タンつくね、牛タンの串焼きなど
この日しか食べられない石巻の特産品が勢ぞろい!!
被災地（宮城県石巻市）より「石巻元気復興センター」の方々にお越しいただき、地元
の特産物を販売します。 お買い物で支援・食べて支援"にご協力を!! (販売内容は変更と
なる場合があります)

赤い羽根共同募金運動が
始まります！
今年も10月１日から12月31日まで「赤い羽根共同募金運動」が
全国一斉に行われます。
この募金活動は、福祉の援助や支援を必要とする人たちが、地
域で安心して暮らせるように、地域で活動している福祉団体・
施設を支援するために行われます。
皆さまのご協力をお願いいたします。
▷募金方法
①地区募金 自治会・住宅管理組合にご協力いただき、 回覧
等による募金をお願いしています。
②直接窓口 ・多摩市社協窓口総合福祉センター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)
③募
③
募 金 箱 市内公共施設等に設置します。
④街頭募金 下記の日時・駅で募金活動を行います。

水戸真奈美LIVE SHUWASONG"と
石巻市復興の現状 ※15時30分〜16時30分

特別企画

ダンスと手話を融合した新しいスタイルのボーカリスト。宮城県出身で、東日本大震
災で犠牲となった宮城県南三陸町の町職員に捧げる歌を各地でのチャリティイベントで
披露して話題。また、石巻元気復興センターの方より被災地(石巻市)の現状をお話いた
だきます。（企画共催：多摩社会福祉士会）

聖蹟桜ヶ丘駅

スタンプラリーで
会場めぐり！

からきだ菖蒲館まつり
（唐木田コミュニティセンター）

たまかんフェスタ、からきだ菖蒲
館まつり、福祉フェスタの会場を
めぐって景品をゲット！

午前８時〜９時、午後４時〜６時

永山駅
10月１日㈭

多摩センター駅

午前11時30分〜午後12時30分、
午後４時〜６時

唐木田駅

午前８時〜９時

10月２日㈮ 聖蹟桜ヶ丘駅

午前11時30分〜午後１時30分
東京ヴェルディからヴェルディ君
が参加します！(雨天中止)

午後１時30分〜午後３時30分
サンリオピューロランド〜ココリ
ア多摩センター前十字路付近にて
10月３日㈯ 多摩センター駅
（午後１時30分〜２時）、サンリオ
ピューロランドのキティちゃんが参
ピューロランドのキティちゃ
んが参
加します！(雨天中止)
10月５日㈪ 永山駅

午前11時30分〜午後１時30分

※福祉フェスタ会場でも行います！

ます。
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！

各会場を回る際には、
くれぐれも交通ルー
ルを守ってね！

〒
交番

からきだ
菖蒲館

ホーム
センター

フリマも
やってるよ！

尾根幹線
リサイクルセンター

福祉 アクア
多摩 入口
清掃工場 工場 センター ブルー
入口

東京国際カントリークラブ

からきだ菖蒲館は今年開館５周年
記念のまつりを開催しています。
児童館、図書館と一体となって地
域の皆様に楽しく喜んで頂けるイ
ベントを沢山用意しています。
是非お立ち寄りください。

たまかんフェスタ
（多摩清掃工場）
たまかんフェスタ開催
清掃工場の特別見学会､
環境展示のほか見応えの
あるステージ（踊りや大
道芸など)､迷路（無料)､
楽しい工作や体験コー
ナー、食べ物のお店など
があります。
▷日時 10月18日㈰午前10時〜午後３時
▷場所 多摩市唐木田２−１−１
多摩清掃工場
▷問合せ 多摩ニュータウン環境組合
☎（374）6331

ⓒ TOKYO VERDY

ⓒ '76,'15 SANRIO APPROVAL No.P0708292

▷募金の使途
平成26
平成
26年度は、市内の福祉団体・施設等へ約
年度は、市内の福祉団体・施設等へ約72
72万円が配分され
万円が配分され
ました。

赤い羽根共同募金地域配分(Ｂ配分)申請団体募集
多摩市内で赤い羽根共同募金に寄せられた募金を、社会福祉施
設支援に有効的に活用するため、助成を行います。
▷対象団体 多摩市内に所在する保育施設、障がい者の就労およ
び地域生活支援を行う施設・団体、社会福祉関係通知等による
施設など
▷対象事業 平成28年度に実施する小規模修理、活動に必要な備
品整備事業、研修・講習会などの事業
▷配分申請額 20万円以下
※配分申請額は対象事業の75％以内。施設・団体の自己負担が
25％以上必要
▷申請書類 多摩市社会福祉協議会ホームページhttp://www.
tamashakyo.jp/からダウンロードしてください。
▷提出期限 平成27年10月31日㈯
▷配分決定および交付 平成28年３月下旬に決定し、６月に交付
します。
▷申込・問合先 東京都共同募金会多摩地区協力会
〒206‑0011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内 まちづくり推進係
☎(373)5616 ￼(373)6629

(3)
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この秋、地域で福祉を支える団体が総合福祉センターに大集合！

福祉バザー
掘り出し物がいっぱい！
毎年恒例の多摩市社協バ
ザーも今年で41年目。
売上げは全て地域福祉
事業に活用します。
他の団体のバザーもお楽
しみに…

来て ・見 て・触れて、感じ る“ ふく し”
来て・見て・触れて、感じる“ふくし”

福祉フェスタ2015

１０ １８

日

10時〜15時
特別企画あり

15：30〜16：30

総合福祉センター・アクアブルー多摩
(南野３−15−１）

会場

子どもから高齢の方までどなたでも楽しめるイベントです。楽しみなが

地域福祉への理解を深め、みんながふれあうきっかけになればと思い、開

します。楽器演奏・無料マッサージ・鉄道模型運転体験・介護スイーツの

展示・ＰＲコーナー
市内社会福祉法人などの活動を分かりやすく展示・紹介。温水プールを利
用した運動の紹介。いきがいデイサービス利用者作品展示など

食や石巻の物産、野菜販売などお楽しみが盛りだくさん！
毎年大好評の「福祉バザー」も行います！

福祉フェスタボランティア募集

福祉の店・手づくり品販売
パン、マドレーヌ・パウンドケーキ・クッキーなど
焼菓子、祭寿司、弁当、酒まんじゅう、草もち、豆大
福、毛糸たわし、和布の袋物、お手玉、クッション、
和装小物やエコフラワー、ペーパーホルダー人形、招
き猫、小物入れ、祝箸、陶芸品、デコパージュ石鹸、紙すき製品、ハーブク
ラフト、手芸品、ドライフラワーのリース、懐かしの子供向け遊具（竹とん
ぼ、竹ぼっくり、竹笛）・竹細工日用品（花活け、竹べら）など

内容：受付係・スタンプラリー景品係・ステージ係・福祉バザー係・石巻特産品販売係など
時間：９時〜16時30分（９時〜12時30分もしくは、12時から16時30分の半日のお手伝い
大歓迎です！20人募集。ボランティアの皆さんも一緒に盛り上がりましょう！

バザー品もまだまだ大募集！

ご家庭に眠っている雑貨や贈答品・食器など（いずれも未使用の物）のご提供をお願いしま

▷問合せ

福祉団体などの模擬店
焼きそば、ボラちゃん餃子、たこせんべいで目玉焼
きと焼きそばサンド、焼きとり、淹れたてコーヒー、
抹茶、けんちん汁など

▷主催
▷共催
▷後援

総務係☎（373）5611
￼（373）5612

多摩市社会福祉協議会
二幸産業・ＮＳＰグループ
多摩市・多摩市教育委員会

・地元農作物の即売

ステージ・発表
地域で生きる障がい者の皆さんによる歌と演奏、合
唱、ピアノ＆ヴォーカル、ハーモニカ四重奏、大正
琴、新多摩音頭の踊りのミニ講習会、ジャグリング、
絵本、紙芝居、朗読劇、和太鼓など

・永山高校ダンス部員によるダンスの発表
・落合中学校吹奏楽部による演奏

※当日、総合福祉センター送迎バスの運行はありませんのでご了承ください。
※障がい者優先駐車場をはじめ、駐車場には限りがございますのでなるべく公共交通機関を
ご利用ください。

〜私たちも地域福祉を応援しています〜
高齢者福祉のことなら
なんでもお気軽にご相談ください
◆特別養護老人ホーム 白楽荘（ショート併設）
◆軽費老人ホーム 偕楽荘
◆白楽荘在宅サービスセンター（通所介護・訪問介護）
◆白楽荘居宅介護支援事業所
◆多摩市多摩センター地域包括支援センター

社会福祉法人

楽 友 会

〒206−0042 東京都多摩市山王下1−18−2

TEL.042-374-4649(代)
ホームページ http://www.rakuyuukai.com

ふくしだより

〜つながりあい・
支えあう地域をめざして〜

（平成27年６月１日〜平成27年７月31日）順不同・敬称略（単位：円）

8,437

21,893
10,000

物品寄付
渡会寛子
匿名
㈱東京海上日動コミュニケーションズ

車椅子３台
車椅子１台
車椅子１台
空気入れ１台
掃除機１台
米 30kg
災害時保存食
（24食×30箱）
保存水

リフォームおはりばこ
匿名
東京海上日動システムズ㈱

６月１日〜７月31日
平成27年度累計(４月１日〜７月31日)

合計

669,284
700,510

※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。住民の皆さま、企業・事業所等の皆さまのご協
力をぜひお願いいたします。
▶寄付金に関するお問合わせ
総務係 ☎
（373）
5611 ￼(373)5612

あなたのチカラを
地域のために

ふれあいトムとも
（鶴牧・落合・南野地域福祉推進委員会）
ふれあいトムとも︵以下トムとも︶は︑奇
数 月 の 第 １土 曜 日 に ト ム ハ ウ ス を 拠 点 に 活 動
しています︒昨年度は皆さんの声からエン
ディングノートの講座の開催︑広報紙を発行
して活動の情報発信など︑地域に根差した活
動を進めており︑参加者も少しずつ増えてき
ました︒
今年度は︑多摩市総合防災訓練が落合中学
校で行われることから︑﹁地域の共助力を高
める﹂を大テーマとし︑防災︑見守りについ
て議論を進めています︒
７月は︑﹁災害時も含めた要援護者︵要配
慮者︶の見守りについて﹂と題し︑エリア内
の北落合地区災害対策連絡協議会の住民主体
の活動と︑市内の先進的な活動の紹介とし
て ︑ エ ス テ ー ト 聖 ヶ 丘 ー ３団 地 管 理 組 合 防 災
委員会の要配慮者の見守りとたすけあいの取
組みについて︑それぞれお話しいただきまし
た︒
参加者からは︑地域内での情報を得る方法
や︑人の巻き込み方や︑広報の工夫について
など多くの質問があり︑関心の高さが伺えま
した︒
この地域は自治会・住宅管理組合が非常に
多く︑様々な取り組みが行われていますが︑
地域活動の情報共有が難しい状況がありま
す︒トムともでは︑より多くの団体に参加し
ていただき︑地域の横のつながりづくりや︑
交流を深めていきたいと考えています︒
トムともが地域のパイプ役になりながら︑
この地域ならではの支え合いの仕組みづくり
を進めたいと思います︒
▽問合せ まちづくり推進係
☎
︵３７３︶５６１６ ￼
︵３７３︶６６２９

愛の箱
デジタルプリントの写真屋San(関戸1丁目）
指定寄付
◆小地域福祉活動の推進に
◆ボランティア・市民活動の推進に
グリーンフラット入居者一同
清水政直

(4)

シリーズ福祉のネットワーク⑮

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☆
匿名
10,000
多摩美術家協会
26,950
楽しく歌うカラオケと新舞踊の会
3,000
佐藤慧子
4,877
ボランティアサークル
「リフォームおはりばこ」
300,000
東京土建一般労働組合多摩・稲城支部
180,810
どろねーる
（瀬木貞夫）
3,317
東京海上ビジネスサポート㈱
商品券10万円
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総合福祉センター情報コーナー
運営ボランティア募集

情報コーナー改装に伴い資料（図
書）の選定（選書）や配架などの運営
に携わっていただける方を募集い
たします。
▷問合せ 障がい者支援係☎
（373）0307
￼
（373）1155

福祉の講座は
こちらです。
内容

老人福祉センター

寿大学パソコン講座参加者募集

▷日時等 下表のとおり
▷場所 総合福祉センター５階502会議室
▷対象 60歳以上の市内在住者
※講座の全日程参加が可能な方
▷定員 各コース10人
▷持ち物 筆記用具
▷申込方法 次のいずれかの方法で申込。①９月
30日㈬までに、総合福祉センター３階事務室へ
はがきを持参し、所定の申し込み用紙に記入。
②往復はがきにて、往信面の裏面に住所・氏名
(ふりがな)・生年月日・年齢・電話番号・希望
内

容

コース

インターネット・メール
パソコンでデジカメ写真を整理・活用
※撮影教室ではありません

のコース名・希望講座の受講歴(受講年度)の有
無、返信面の宛名面に住所・氏名を記入し郵送
(９月30日㈬消印有効)。
▷申込・問合せ 〒206−0032 南野３−15−１
高齢者支援係 寿大学講座
☎（356）
0307 ￼（356）1155
（日曜日・祭日を除く午前８時30分〜午後５時）
※記入事項に漏れがある場合は無効
※応募者多数の場合は抽選
※講座受講決定後は、開始前日までに老人福祉セ
ンターの利用登録が必要
日

程

受講条件

Ｂ−３ 11/９〜11/26の月・木（全５回）パソコン操作ができ、
漢字変換程度の操作の
Ｆ−３ 11/11〜11/28の水・土（全５回）できる方

※時間帯は、すべて午前10時〜正午 ※テキストは貸出となります
日時

場所

対象・定員

費用

備考

申込・問合せ

「ふくし法律相談」のご案内
権利擁護センター
毎月第３木曜日
※要予約（お一人１時間程度）
高齢者・障がい者
「遺言や相続、財産管理や成年後見制度について、専門家
☎（373）5677
無料
午後１時30分か 総合福祉センター
※秘密は厳守致します。安心してご相談ください
とその家族
に相談したい」そんなときは弁護士による「ふくし法律相談」
￼
（373）5612
ら午後３時30分
をご利用ください。

市民活動入門講座(IT編)
「テキスト化ってなあに」(全３回)
視覚障害などにより印刷物を読むことが困難な人々が読み
上げソフトで認識できるように、原文をテキスト化する技術
を学びます。

① ９ 月25日㈮
②10月 ２ 日㈮
③10月16日㈮
午後1時30分〜
３時30分

多摩ボランティ
ア・市民活動支
援センター打ち
合わせコーナー
(ヴィータ)

①パソコンが得意で、
学んだ技術をいかし、
講師：田口和明氏、全国音訳ボランティアネット
多摩ボランティア・
視覚障がい者などへ支
ワーク古屋裕子氏
市民活動支援セン
援活動をしたいと考え 500 持物：筆記用具
ている方②全回参加で
※①視覚障がい者のお話、テキスト化の流れ②基 ター
円
きる方③第２回はパソ
本凡例に基づいた校正作業の基礎③活字読み取り ☎（373）6611
（373）6629
コンを持参できる方
ソフトの操作方法、校正作業について、今後の予 ￼
(６台まで貸与可能)
定
15人(申込先着順)

「失敗しない有料老人ホームの選び方と成年後見制度」
10月３日㈯
消費生活センター
講師：公益社団法人全国有料老人ホーム協会相談 権利擁護センター
市内在住在勤の方
有料老人ホームを選ぶポイントや判断能力が不十分になっ
無料 員 渡辺敬章氏
午前10時〜午後 講座室
☎（373）5677
30人（申込先着順）
ても安心して利用するための成年後見制度の活用についての
12時30分
（ベルブ永山）
※手話通訳・要約筆記あり
￼
（373）5612
講話。
地域福祉普及啓発講座のお知らせ
市内在住在勤の方
「支えあいとプライバシー〜個人情報保護法の誤解と真実〜」 10月４日㈰
講師：田園調布学園大学教授 村井祐一氏
永山公民館ベルブ
1 0 0 人 ( 申 込 先 着 無料
ご近所の見守り活動や地域活動で、ときに障壁となってい 午前９時30分〜
企画：ネットワーク貝取・豊ヶ丘きずな
ホール
順)
るのが個人情報保護法です。誤解している部分はないでしょ 11時30分
うか。

まちづくり推進係
☎(373)5616
￼(373)6629

「教えて！相続・遺言のこと」
「遺言はどんなことを書けばいいの？」
「子供はいないけど
相続人は誰になるの？」など疑問や遺言書の書き方について
お話します。

10月７日㈬・８ 関戸公民館大会議
市内在住在勤で２
講師：多摩公証役場公証人
室
日㈭
日間参加できる方 無料
※手話通訳・要約筆記あり
午前10時30分〜（ ヴ ィ ー タ ・ コ
60人（申込先着順）
ミューネ８階）
正午

多摩ボランティア・市民活動支援センター協力事業
「介護予防の勉強会 〜パートⅢ〜」
介護予防ボランティアポイント制度の現状と今後

多摩ボランティア・
講師：多摩市役所職員、稲城市・多摩市社協職員 市 民 活 動 支 援 セ ン
10月16日㈮
永山公民館ベルブ 1 0 0 人 ( 申 込 先 着
ター
無料 主催：にじいろの会
午後１時30分〜
ホール
順)
☎(373)6611
※申込・問合せ ９月15日㈫から
４時
￼(373）
6629

長久保守夫氏

権利擁護センター
☎（373）5677
￼
（373）5612

聞こえと補聴器の相談会開催
電話の声が聞き取りにくい、昔買った補聴器は直せるの？
などお悩みの方、聞こえをチェックして困っていることを話
してみませんか？聴力測定(20分)、相談・補聴器の簡単な調
整(40分)

相談員：聴覚専門相談員(言語聴覚士)
共催：ＮＰＯ法人多摩市聴覚障がい者情報活動センター
10月17日㈯
市内在住の耳が聞
障がい者支援係
午前９時30分〜 総合福祉センター こえにくい方とそ
※相談のみも可
無料
☎（356）0307
午後３時25分(１ ３階
の家族等
※手話通訳・要約筆記有
￼
（356）1155
時間程度)
16人(申込先着順)
※申込開始 ９月24日㈭より電話または窓口で受
付を開始。

地域活動支援センターあんど（障がい者福祉センター ）
パソコン教室年賀状作成（全４回）

市内在住で概ね18
11月５日・12日・
歳以上の障害者手 500
障がい者支援係
19日・26日の各 総合福祉センター
申込・問合せ 10月９日㈮までに電話、または総
帳をお持ちの方（視
☎(356)0307
木 曜 日 午 後 １ 時 502会議室
合福祉センター３階事務室へ直接申し込み。
覚障がい者は除く） 円
￼(356)1155
30分〜３時30分
４人

