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社会福祉法人
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多摩市社会福祉協議会

１月号 No.163
みどりの保育園の園児さん
（女の子・5 歳）の作品
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‒ ‒

‒

‒

‒

‒

明けましておめでとうございます
多摩市社会福祉協議会は、地域に寄りそい、住民目線で考え行動し、
地域から信頼される社協を目指しています！
地域の方々と手を取って、一緒に福祉のまちづくり・多摩市の地域福祉を進めていくに当たり、多摩市社協に期待することは
何ですか？地域福祉活動について、ぜひ皆さまからのご意見・ご要望をお寄せください。
（
「氏名」
「ご連絡先」を必ず明記の上、FAX、多摩市社協ホームページのお問い合わせフォーム、封書などにてお知らせ下さい。）
問合せ 総務係 ☎373−5611 ￼373−5612

社会福祉法人の地域活動をご紹介！
社会福祉法人

社会福祉法人 啓光福祉会

楽友会

「人と人を笑顔でつなぐ」をキャッチコピ
ーとして、主に高齢の方の地域での生活
を支援しています。

障がいのある方の暮らしを支援するために、グループホームや
通所・入所施設を運営しています。

サービス利用者の方と一緒に、地域でのイベントやお祭りな
どに積極的に参加したり、器材の貸出を行うことで、地域と
の繋がりを大切にしています。

地域の方々を対象に管理栄養士による「料理教室」や「介護予防教室」な
ど、地域の皆さまが笑顔で楽しんでいただけるような催しも開催してい
ます。

笑顔があふれるまちになるように
社会福祉法人

社会福祉法人

カリタスの園

こども達の成長と豊かな生活を願い、多摩市ではかおり保育園を運営
しています。

日々の行事の他に、保護者の方の育児相談や園庭解放を行っていま
す。また、地域の老人クラブなど、お年寄りの方々との世代間交流
も実施しています。

多摩市社会福祉協議会

市民の方々が中心となって行う福祉活動などを支援しています。

「たすけあい有償活動」や「地域福祉推進委員会」による地域での
つながりづくりや、「サロン」のような誰でも参加できる地域の
居場所づくりなどに皆さまと一緒に取り組んでいます。

上記４法人のほかにも、地域の方々へ向けた様々な活動が行われています。
認知症の方や家族と、地域の方との交流の場として「認知症カフェ」の開催
医療や福祉に関する公開講座、講演会などの実施
施設内の地域交流スペースの解放など

公園の清掃やリサイクル活動
絵本の貸出やベビーマッサージの講習会

市内では多摩市社協を含め、21の社会福祉法人が高齢者施設・障がい者施設・保育園などを運営してい
ます。
昨年の12月17日㈭に市内社会福祉法人情報交換会を開催いたしました。
今回は、当日発表された、各法人の専門性を活かした地域活動の中から代表してその一部をご紹介して
います。➡当日の様子は、ホームページでもご覧いただけます。
市内の社会福祉法人では地域に根差した様々な活動が行われていますが、今後は、地域における複合
的な課題に対し、それぞれの法人の分野を越えて連携し、それぞれができることを活かして一丸となっ
た取り組みをしていく必要があります。
多摩市社協でも連携に向けて、市内社会福祉法人のネットワーク化を図っていきたいと考えています。

1月15日号の主な記事
２ ３面
１〜３月福祉イベント案内
・ボランティアまつり
・春の発表会・福祉大会
・チャリティコンサート
４面
入浴サービスご利用者のご案内
嘱託職員など募集
ご寄付のご報告

題字右横のイラストは、前号より市内の保育園児さんの作品を掲載中。小さな画家さん達の可愛らしいイラストをお楽しみに！

多摩市社会福祉協議会

会員募集中！
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〜今年の冬もヴィータと福祉センターが
今年の冬もヴィータと福祉センターがアツい
アツい〜
〜
平 成
27年度

2月27日㈯

福祉大会

月24日㈬〜26日㈮
2
春の発表会 10時〜15時

第26回

10時〜16時30分

総合福祉センター・アクアブルー多摩

第７回

総合福祉センター

●オープニング（９時45分〜10時15分）

老人福祉センター、地域活動支援センター同好会の
皆さんが日頃の成果を披露します。

障がい者グループ（Love２）によるダンス

時25分）

からあげ、焼きそば、石巻産かき串焼き、焼き菓子、布製品など

和太鼓衆

●体験（10時〜15時）

雅武者の和太鼓演奏予定
（２月24日）

●各種同好会の発表
（２月24・25日）
太極拳・大正琴・社交ダンス・フラダンス・キーボー
ド演奏・民謡・三味線・コーラス・体操・フォークダ
ンス・百人一首・舞踊など
●カラオケ同好会の発表
（２月26日）

●無料映画上映（10時45分〜11時45分）
映画「共に生きて」
（ 2015年文部科学省選定作品、青年から
シニア向け）：リウマチを発症した妻と二人三脚で歩んだ、
41年間の夫婦二人の絆を永遠に語り伝えるセミドキュメン
タリー映画です。※字幕付、副音声はありませんが視覚障がい
者の方もご鑑賞いただけます。

〔展示の部〕

９時30分〜16時
（26日は15時まで）
７階研修室・６階集会室
染物・書道・籐工芸・俳句・折り紙・陶芸・編物など

３階多目的フロア
●式典（13時30分〜14時30分）
地域・社会に貢献された方、団体に対して、また多額の寄
付などで功労された方を表彰します。

〔即売の部〕
●お茶会
（24日のみ） 10時30分〜15時６階寿の間
※２月１日より前売券を３階窓口で販売します。
（なくなり次第終了）
●陶芸品 10時〜16時（26日は15時まで） ３階通路
●喫茶 ６階団体共用室
▷問合せ 高齢者支援係☎
（356）
0307 ￼
（356）
1155

●講演会（15時〜16時30分）
どなたでもご参加いただけます！
内 容 講演「福祉と医療の連携〜いつまでも元気で楽しく
暮らしていくためには〜」
講演者 多摩市医師会代表 田村豊氏
▷問合せ 総務係☎（373）5611 ￼（373）
5612

福祉バザー 2月24日㈬・25日㈭・26日㈮10時〜15時、27日㈯10時〜12時
総合福祉センター３階福祉機器展示コーナー奥

３.11東日本大震災復興支援
チャリティコンサート

総務係

●特別企画（８階ヴィータホール）

「私のボランティア体験〜東日本大
震災を通して〜」
講演者：岩渕誠氏（多摩中学校教諭）
◆市内３中学校生徒さんとのパネルディスカ
ッション

「未来へつなぐはじめの一歩」
司会進行：三浦摩利氏（多摩中学校教諭）

●体験コーナー

●アトラクション
和太鼓、キッズダンス、マジック、防災クイズ
と歌、影絵、ハープ演奏など

☎
（373）
5611 ￼（373）
5612

●販売コーナー
ポップコーン、海鮮やきそば、お弁当、クッキ
ー、パウンドケーキ、パン、和菓子、手芸品など

●東日本大震災復興支援

関戸公民館８階ヴィータホール
▷前売券販売場所 多摩ボランティア・市民活動支援センター（ヴィ
ータ７階）
、 永山公民館
※１月23日㈯から販売
▷主催 多摩ボランティア・市民活動支援センター、関戸公民館
▷問合せ
多摩ボランティア・市民活動支援センター（ヴィータ）
☎
（373）6611 ￼
（373）
6629 http://www.tamavc.jp

10時20分〜10時40分
多摩中学校吹奏楽部の演奏

10時40分〜正午 ボランティアの一歩を踏み
出そう！
◆基調講演

3月11日㈮ 14時開演（開場13時30分）

音楽を通じて復興への願いを東北の地に届けましょう。収益は被
災地に寄附します。
▷出演 テノール 渡邉公威氏、ヴァイオリン 古館由佳子氏、ピア
ノ 黒木直子氏
▷演目 グラナダ、帰れソレントへ、オペラ《マルタ》より「夢のよ
うに」、チャールダーシュ、ひばり、アルディラ他
▷入場料 前売券1,000円／当日券1,200円
※前売券完売の場合は、当日券の販売はありません

タマボラ君

内容
発表の部、皆さんこの日を励みに
練習しました

バザー品もまだまだ募集しています。
▷問合せ

来てね−

幅広い世代の方々が、身近に福祉やボランティア・市民活動に触
れる機会として開催します。どうぞお越しください。
翌日には、同じ会場で「第11回地域ふれあいフォーラムＴＡＭＡ」
（10時〜17時）も開催します！

〔発表の部〕

マッサージ（10分間無料）、ミサンガ作り、絵手紙体験など

10時〜15時

〜未来へつなぐはじめの一歩〜

ヴィータ・コミューネ７階・８階 関戸公民館ほか
（聖蹟桜ヶ丘駅前）

〔オープニング〕３階多目的フロア（10時５分〜10

●模擬店・即売（10時〜15時）

ボランティアまつり 1月23日㈯

牛タンつくね焼き、かき串焼きなどの販売

●豪華賞品チャリティーくじ!!
●スタンプラリーで会場めぐり！
素敵な品物と交換
子ども科学実験、鉄道模型運転、プラ板アクセ
サリー、バルーンアート、手話、ぬり絵、竹と
んぼ、絵手紙、健康体操、マッサージなど

●キティちゃん＆ヴェルディくん
＆アクアンと握手

〜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

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

★ アパート、マンションのお部屋清掃、

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

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

℡042 338 5584

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

ⓒ '76,'16 SANRIO APPROVAL No.P0712241

▷企画・運営 第７回ボランティアまつり実行委員会
▷後援 多摩市、多摩市教育委員会
▷問合せ 多摩ボランティア・市民活動支援センター
（ヴィータ）☎（373）6611 ￼（373）6629
http://www.tamavc.jp
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シリーズ福祉のネットワーク⑰

あたたかいお気持ち・ご寄付のご報告
（平成27年11月１日〜平成27年12月31日）順不同・敬称略（単位：円）

愛の箱
太田屋酒店 （連光寺１丁目）
宮福商店 （落川１２４１）
魚勇 （落川１３６５）
菓子工房ロコ （落合２丁目）12月末をもって閉店されました
白樺(貝取１丁目）

1,759
3,275
5,658
2,108
5,164

指定寄付
◆小地域福祉活動の推進に
山口 靖紀
匿名

10,000
40,000

◆ボランティア・市民活動の推進に
東京海上日動システムズ株式会社
匿名
グリーンフラット入居者一同

51,200
120,367
17,482

◆ボランティア基金に
にじいろの会
物品寄付
木下大サーカス
東京海上日動システムズ株式会社
匿名

地区地域福祉推進委員会が
立ち上がりました！

7

10

20,000
サーカスのチケット 1200枚
ドッチファイル・クリアファイル・
ダブルクリップなど文具類
お米

11月１日〜12月31日
平成27年度累計(４月１日〜12月31日)

合計

805,389
1,945,677

※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

多摩市社協嘱託職員募集
▷職種 相談支援専門員、在宅サービス
コーディネーター
▷募集人員 各１人
※応募資格・報酬等詳細は募集要項を参照
▷選考方法 課題論文（応募時に提出）及
び面接（個別に通知）
▷応募方法 指定の申込書類を１月29日
㈮までに消印有効の特定記録郵便また
は、直接持参
※募集要項の配布場所 総務係（総合福祉
センター７階）および多摩ボランティ
ア・市民活動支援センター（ヴィータ７
階）にて１月27日㈬まで配布。
ホームページ
（http://www.tamashakyo.jp/）からも
ダウンロード可
▷申込・問合せ 総務係
☎（373）5611 ￼（373）5612
あなたのチカラを
地域のために

唐木田・中沢・山王下等

昨 年 月 に 市 内 ヶ所目となる唐
木田・中沢・山王下等地区地域福祉
推進委員会が立ち上がりました︒
この地域は唐木田から多摩セン
ターまでと範囲が広く︑他の地域に
比べて高齢化率は高くないものの︑
歴史ある地域から新しいマンション
までとエリア内でも地域性が大きく
異なっています︒
まだ地域の住民同士の交流が少な
い状況もあり︑今後地域の横のつな
がりを深め︑いろいろなことで連携
していきたいと︑現在はからきだ菖
蒲館を拠点に委員会を開催しており
ます︒
また︑委員会では︑皆さんの意見
を 基 に ︑﹁ 防 災 ﹂﹁ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ
ン ﹂﹁ 居 場 所 づ く り ﹂の ３つ の グ ル ー
プに分かれてグループワークを行い
参加者同士のコミュニケーションを
深めながら︑今後の取り組みについ
ての検討を進めています︒
今後はこの地域ならではの歴史や
名所︑大学など特性を活かした取り
組みを行いながら︑人と人とがつな
がり︑支え合える地域づくりを地域
の皆さんと一緒に目指していきます︒
▽問合せ まちづくり推進係
☎︵３７３︶５６１６
￼
︵３７３︶６６２９

多摩市福祉センター陶芸同好会
（福陶会）
5,000
ＪＡ東京みなみ女性部
5,000
東京海上日動システムズ株式会社
50,000
Ｈｉｔｚ環境サービス株式会社（旧日神サービス㈱） 多摩支所 15,000
峰岸 常夫
10,073
第一生命労働組合
10,000
多摩市の明るい社会をつくる会
100,000
リフォームおはりばこ
50,000
SDA多摩永山キリスト教会
45,000
多摩友の会 桜ヶ丘方面
5,000
サークル仲間 ダンスを楽しむ会
18,694
多摩中部読売会
111,680
ゆりのき保育園
10,000
楽しく歌うカラオケと新舞踊の会
3,000
二幸産業・ＮＳＰグループ
79,929
匿名
10,000

生活支援員（登録型）募集

生活支援員は、認知症や障がいなどに
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・報酬など詳細は募集要項を
参照
▷選考方法 面接（３月10日㈭実施）
▷応募方法 指定の申込書を２月29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）
▷応募説明会
（要予約）
２月８日㈪
第１回 午前10時から
第２回 午後２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

地域活動支援センターあんど 〜ゆったりお風呂でリラックス！入浴サービス〜
▷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
（介護保険適応の方は、ご利用になれません）
くつろぎの時間を
ご自宅での入浴が困難な方へ、総合福祉センターでの お手伝いします！
施設入浴
（送迎有）
または訪問入浴サービスを行っています。
施設入浴では、ストレッチャー式で、
▷問合せ 障がい者支援係☎（356）0307 ￼
（356）1155
湯船で足が伸ばせる快適なお風呂です。
福祉の講座はこちらです。
内容

日時

場所

対象・定員

費用

備考

申込・問合せ

「市民のための成年後見講座」参
加者募集
成年後見制度の活用について
「市民のための成年後見講座」２月６日㈯ 消費生活セ
30人（申込先着
無料 講師 藤野大介氏（弁護士）
の応用編です。成年後見制度に 午前10時〜 ンター講座
順）
手話通訳・要約筆記あり
室（ベルブ）
ついて、経験豊富な弁護士が実 正午
務を踏まえ分かりやすくお話し
します。

権利擁護センター
☎（373）5677
市内在住、もし
￼（373）5612
くは多摩市で後
見活動されてい
親族後見人の活動について
る、または今後
無料
講師 森山哲也氏（司法書士）
受任予定の親族
の方。
20人（申込先着
順）

「親族後見人懇談会」参加者募集
日頃、親族後見人等として活
動するなかで「悩んだり」
「 困っ
た り 」す る こ と は あ り ま せ ん
か？今回は専門職からの後見活
動におけるポイントやアドバイ
ス、また参加者同士の懇談会を
行います。

２月６日㈯
午後２時〜
午後４時
受付開始
午後１時30
分

地域活動支援センターあんど
（障がい者福祉センター ）・老
人福祉センターからのお知らせ
聞こえと補聴器の相談会開催
最近、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)
※相談のみも可
※手話通訳・要約筆記有
市内在住の耳が
２月20日㈯
相談員 聴覚専門相談員(言語
きこえにくい方
午前９時30
総合福祉セ
とその家族など 無料 聴覚士)
分〜午後３
ンター３階
共催 ＮＰＯ法人多摩市聴覚
16人(申込先着
時25分(１
障がい者情報活動センター
順)
時間程度)
１月20日㈬より電話または総
合福祉センター３階事務室へ
直接申込

〃

総合福祉センター
３階事務室
☎(356)0307
￼(356)1155

地域のサポーターになりませんか
〜たすけあい有償活動協力員募集〜

多摩ボランティア・市民活動支援センター
運営委員会市民委員募集

高齢や病気などにより日常生活で
お困りの方を、地域の皆さまがサポー
ター（協力員）となって、互いに支え合
う有償のボランティア活動です。
★あなたも協力員に登録しませんか！
市内及び近郊在住の18歳以上の
健康で福祉に理解のある方であれ
ば、経験・資格は問いません。
活動は登録後、お住まいに近い地
区の利用者から依頼があった際にご
連絡いたします。
▷活動内容 掃除・買い物・通院介
助・草取り・調理・衣替えなど
▷活動費 １時間700〜1,000円
（交通費は実費支給）
※詳細はお問合わせください。
★協力員登録説明会
▷日時 ２月17日㈬午前10時〜11時
30分
▷場所 ベルブ永山４階視聴覚室
▷定員 48人
（申込先着順）
▷申込･問合せ まちづくり推進係
☎
（389）3344 ￼
（373）6629

多摩市のボランティア・市民活動の充実を図るため、募集
します。委員会は市民委員のほか、ボランティア、市民活動
関係者や学識経験者など16人以内の委員で構成しています。
▷任期 平成28年４月１日〜平成30年３月31日
※委員会は、平日の午前または午後に年４回程度開催。
その他隔月に１回程度、専門委員会を開催
※委員会１回あたり、交通費相当分を支給
▷募集人数 ２人以内
▷応募資格 ボランティア・市民活動について関心、熱
意のある20歳以上の市内在住者で、平日の昼間の会議
に出席できる方
▷応募方法
「私の考えるボランティア・市民活動を支援していく
ために必要な取組み」について800字以内（様式自由）
にまとめ、住所・氏名・生年月日・職業・電話番号・
応募動機・ボランティア活動や市民活動に関する経歴
を記入した用紙を添付
▷申込受付期間
郵送・窓口持参にて２月12日㈮必着
▷申込・問合せ 〒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☎
（373）6611 ￼
（373）
6629
※提出書類の返却不可 ※結果は応募者全員に通知

