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「お泊り保育 みんなでお風呂」
やまと保育園・５歳児

新型コロナウィルスに負けない！
「つながりをたやさない社会づくり」

　本年は主に、「新型コロナウィルス禍にかかわる社会福祉施設などにおける感染予防対
策」「社会的孤立や子どもの貧困・虐待に対応する活動」「地域共生社会の充実に向けた活
動」に重点を置いて配分するほか、大規模災害発生時の支援などへも活用します。
　下記の方法で募金を受け付けておりますので、みなさまのご協力をお願いいたします。

★募 金 方 法★ ★令和元年度　赤い羽根共同募金ご報告★
〈募金箱設置場所〉
　社協窓口や市内公共施設・福祉協力店（赤い羽根共同募金箱）
〈チャリティお菓子の購入〉
　10月１日㈭～12月25日㈮まで販売
　チャリティお菓子取扱店
　●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）
　販売金額　500円（うち100円を募金）
〈共同募金図書カード・クオカードの購入〉
　10月１日㈭から販売（なくなり次第終了）
　販売場所（社協窓口）
　●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）
　販売金額　1,000円（500円分利用可能）
〈地区募金〉
　�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。

〈下記口座への振込による募金〉※振込手数料がかかります

総額　1,437,259円
温かいご支援・ご協力ありがとうございました。

市内の福祉団体・施設など９団体に配分されました。

　法人格があり、保育・児童、障がい者などを対象とした活動をしてい
る団体は、お問い合わせください。
▶対象事業［令和３年度使用分］
①�新型コロナウィルス感染拡大防止に関する事業（優先的に配分。使い
捨て消耗品除く）
②�利用者や地域住民が使用する防災・災害対策用の備品整備（使い捨て
消耗品除く）
③利用者が使用する備品整備（原則５年以上の使用が見込まれるもの）
④小規模修理・改修（貸主責任で整備すべきものは対象外）
⑤研修・講習会など（対象が利用者のものに限る）

★赤い羽根共同募金地域配分(Ｂ配分)の申請を受け付けています★

　その他、特別養護老人ホームの特殊浴槽の整備、障がい
者就労施設で使用する冷蔵ショーケースの導入などに充て
られました。
　また、中央共同募金会からの要請により、「令和元年度台
風19号に係る災害等準備金」として災害ボランティア活動
など、各被災地の支援にも活用させていただきました。

▶申請額　１施設（団体）30万円以内
　※事業費の75％以内を申請額としてください。
　　施設・団体の自己負担が25％以上必要です。
▶�募集要項・申請書類　多摩市社協の窓口で配布
　およびHP（http://www.tamashakyo.jp/）からダウンロード
▶提出期限　12月11日㈮必着

【申込・問合せ】
　　東京都共同募金会　多摩地区協力会（多摩市社協）
　　　　　☎(３７３)５６１１　　 (３７３)５６１２

金融機関・支店名：三菱UFJ銀行　多摩支店
種別・口座番号：普通　４４６３６９７
口座名義：共同募金会　会長　伊藤　雅子

募金へのご協力を
よろしくお願いします！

【車いす用テーブル購入】
普通のテーブルでは、膝がぶつかってしまい
困っていました。購入したテーブルは、天板
が上下するため、車いすで食事や勉強をする
ことができます。ありがとうございました。
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こんなにこんなに
いっぱい！いっぱい！
ありがとうありがとう
ございます。ございます。

市内の子ども・だれで
も食堂一覧はこちら→

【QRコード】

～地域の子ども・だれでも食堂～

食を通じた支援
　新型コロナウィルス感染拡大を受け、市内の子ども・だれでも食堂の活動は多くの団体で中止とな
りました。（現在は一部再開。）このような状況から、食堂を運営する６団体は、コロナウィルスの影
響を受けた家庭などを支援するために、お弁当や食材の配布に取り組んでいます。

◦◦こども食堂　きっちん空（NPO法人どんぐりパン）こども食堂　きっちん空（NPO法人どんぐりパン）
　弁当（100円）の販売やお菓子の無料配布　弁当（100円）の販売やお菓子の無料配布

◦◦だれでもしょくどう（NPO法人アピュイ）だれでもしょくどう（NPO法人アピュイ）
　弁当の無料配布　弁当の無料配布

◦◦わくわく子ども食堂わくわく子ども食堂
　弁当の無料配布　弁当の無料配布

◦◦ほくの家（ほくの家（(一社)(一社)祥鶴）祥鶴）
　食材・食品・お菓子の無料配布　食材・食品・お菓子の無料配布

◦◦こどもだれでも食堂（ピンクララタマ）こどもだれでも食堂（ピンクララタマ）
　弁当・惣菜の低額販売や食材・お菓子の無料配布　弁当・惣菜の低額販売や食材・お菓子の無料配布

◦◦愛宕だれでも食堂（NPO法人プレイルームゆづり葉の家）愛宕だれでも食堂（NPO法人プレイルームゆづり葉の家）
　弁当の無料配布　弁当の無料配布

◦日時：10月29日㈭　午後２時～４時（開場：午後１時30分）
◦場所：関戸公民館ヴィータホール（ヴィータ・コミューネ８階）
◦対象：�市内在住で、現在地域活動（自治会・住宅管理組合、サロン

活動など）に取り組んでいる方、これから地域活動をしたい
方など講座内容に関心のある方

◦定員：50人（申込先着順）　◦費用：無料　◦共催：関戸公民館
◦内容：�オンライン会議など地域とつながる手段の活

用とメリット
◦講師：寺田�佳織�氏（HITOTOWA�INC.）
◦申込：９月23日㈬９時からヴィータ・コミューネ7階窓口または電話・FAX▲

申込・問合せ　まちづくり推進担当 ☎（373）5616　  （373）6629

普及啓発講座
「WITHコロナ時代に地域活動を止めないためのオンライン活用」 　今回の豪雨により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

被災された方々を支援するため、多摩地区協力会（多摩市社協）では
義援金を募集しています。なお、みなさまからお寄せいただきました
義援金は、都県の被災状況に応じた按分率に基づき、各都県の被災者
へ配分されます。
　また、7月15日㈬～ 7月17日㈮に聖蹟桜ヶ丘・多摩センター・永山
の各駅周辺で行った募金活動では、総額178,235円が集まり、中央共
同募金会に送金しました。街頭募金にご協力ありがとうございました。◦

受付場所
　多摩市社協窓口、コミュニティセンター、福祉協力店（11店舗）に
募金箱を９月30日㈬まで設置しております。▲

問合せ　総務係　☎（373）5611　  （373）5612

令和２年度７月豪雨災害義援金

◦◦市民の方々（フードボランティア）市民の方々（フードボランティア）
米、インスタント食品、レトルト食米、インスタント食品、レトルト食
品、お菓子などの寄付品、お菓子などの寄付

◦◦末日聖徒イエス・キリスト教会末日聖徒イエス・キリスト教会
�子ども・だれでも食堂で必要として�子ども・だれでも食堂で必要として
いる食材や食品の寄付いる食材や食品の寄付

◦◦生活協同組合パルシステム東京生活協同組合パルシステム東京
�毎月第２・４月曜日に子ども・だ�毎月第２・４月曜日に子ども・だ
れでも食堂などへ余剰の生鮮野菜れでも食堂などへ余剰の生鮮野菜
や果物を寄付や果物を寄付

◦◦プレゴ社会貢献基金プレゴ社会貢献基金
�市内のひとり親世帯を対象と�市内のひとり親世帯を対象と
したマスク、「永山健康ランドしたマスク、「永山健康ランド
竹取の湯」無料招待券の寄付竹取の湯」無料招待券の寄付

◦◦�東京多摩ロータリークラブ�東京多摩ロータリークラブ
◦◦多摩青年会議所多摩青年会議所　　◦◦東京医療学院大学東京医療学院大学
マスクやフェイスシールドなどの感染マスクやフェイスシールドなどの感染
予防グッズの寄付予防グッズの寄付

◦◦㈱ヴァリアント（マイニチWOW’ON）㈱ヴァリアント（マイニチWOW’ON）
毎月のお菓子の寄付のほか、子ども食堂で毎月のお菓子の寄付のほか、子ども食堂で
お弁当を届ける配達ボランティアを実施お弁当を届ける配達ボランティアを実施

◦�◦�東京海上日動システムズ㈱東京海上日動システムズ㈱
◦�◦�（（社福）社福）楽友楽友会会
社員のご家庭の余剰食品を集め寄付社員のご家庭の余剰食品を集め寄付

◦◦㈱コロワイド㈱コロワイド
�新型コロナウィルスによって生活に困っ�新型コロナウィルスによって生活に困っ
ている方を対象に、無料で飲食できるている方を対象に、無料で飲食できる
「コロワイド食堂」を休業中の店舗を利「コロワイド食堂」を休業中の店舗を利
用してオープン（現在は終了）用してオープン（現在は終了）

多摩ボラセンでは、市内の子ども・だれでも食堂を応援多摩ボラセンでは、市内の子ども・だれでも食堂を応援
するために、「支援を必要としている世帯」と「支援活動するために、「支援を必要としている世帯」と「支援活動
をしている団体」を繋ぎ、支援の輪を広げていきます。をしている団体」を繋ぎ、支援の輪を広げていきます。

◦◦アマゾンデータサービスジャパン㈱アマゾンデータサービスジャパン㈱
　AWS�InCommunities　AWS�InCommunities
マスクや子ども・だれでも食堂へのマスクや子ども・だれでも食堂への
金品の寄付金品の寄付

支援してくださった市民・企業・団体　～広がる支援～

　永山５丁目で行っている「瓜生サロン」
では、月１回の食事会「瓜生ランチ」と、
趣味活動の「５の日サロン」を行ってい
ますが、他のふれあい・いきいきサロン
同様、活動を自粛してきました。
　「つどう」ことができないのであれば、それに代わる何かができない
かと、緊急事態宣言が出た翌日から、『瓜生ランチ交換日記』でさっそ
く励まし合いを始めました。参加者は20名ほどで、中学時代の懐かし
い思い出を生かした取り組みです。

瓜生ランチ交換日記

交 換 日 記交 換 日 記

▲

問合せ　ボランティア担当　☎（373）6611　  （373）6629

コロナ禍での取り組み紹介

支援の輪をさらに広げるためにあなたの力を！
　ご家庭で余っている食品をお持ちいただき、フードバンク団体や子ども・だれでも
食堂などにお渡しする（フ―ドドライブ）活動を行っています。一人ひとりの力が大
きな力になります。企業・個人を問わず、ご支援・ご協力をお待ちしております。
受付できる食品
　生鮮食品以外で未開封の賞味期限が２カ月以上先のもの。
　米、パスタ、乾麺、レトルト食品、缶詰、調味料、お菓子など。
★受付方法　下記の窓口までお持ちください。
総務係窓口　住所：多摩市南野3-15-1　二幸産業・NSP健幸福祉プラザ７階
　　　　　　平日：午前8時30分～午後5時
多摩ボランティア・市民活動支援センター窓口
　　　　　　住所：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～午後5時

　「瓜生ランチ」にちなみ、最初は食
に関することをテーマに書き始めま
したが、思い思いの内容を書き記し、
普段話さなかったことも共有でき、
じっくり深い話ができたとの声があ
りました。現在、ノートは２冊目・
３巡目に入りました。
　次にサロンで顔を合わせた時に
は、会話もより弾むことでしょう！コロナ禍ならではのアイディアで、
地域のきずなが深まりました。▲

問合せ　まちづくり推進担当　☎（373）5616　  （373）6629

定例の瓜生ランチの活動の様子定例の瓜生ランチの活動の様子

　多摩大学の中村その子ゼミの学生のみ
なさんが、外出自粛のなかでも、家にい
ながら楽しめる企画を考えてくださいま
した。ボランティア通信にて、クイズ・
まちがい探し・クロスワードパズルなど
を掲載しています！まだご覧になってな
い方はぜひお楽しみください。

多  摩  大  学【中村その子ゼミ】経営情報学部

タマボラ君
ボランティア通信はこちら

QRコード

１つからでもOKです！



令和２年９月15日 ３令和２年９月15日 ３

～あなたのチカラを地域のために～～あなたのチカラを地域のために～～あなたのチカラを地域のために～～あなたのチカラを地域のために～

　高齢や病気などにより日常生活でお困りの方を、地域のみな
さまが協力員となって支え合う、有償の助け合いの仕組みです。

★あなたも協力員として登録しませんか
　�　市内及び近郊にお住まいの18才以上の健康な方で福祉に理
解のある方であれば、性別、経験、資格は問いません。
　�　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、大掃除、
　　　　　　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　10月８日㈭午前10時～11時30分

▼場所　ひじり館　会議室２・３

▼定員　15人（申込先着順・要予約）
※�協力員募集は随時行っておりますので、
お気軽にお問い合わせください。

▼申込・問合せ　まちづくり推進担当
　☎(389）3344　 (373）6629

「たすけあい有償活動協力員」募集

第３回�地域ささえあい歳末チャリティゴルフ大会開催

▶定　　員　120人（申込先着順）
▶参 加 費　3,000円（チャリティ金など）
▶プレー費　�21,400円（昼食代、キャディ・カート代、利用税込。当日会場

にてお支払い）
▶申込方法　�10月１日㈭９時より予約受付開始。まずはお電話にてお申し

込みください。
※プレー終了後の表彰式・懇親会は行いません。
※�新型コロナウィルス感染症の影響により中止になる可能性があるため、参加費の
集金時期は開催決定後に改めてご案内します。

※�プレー時における新型コロナウィルスの感染拡大予防対策については、府中カン
トリークラブのホームページ（https://www.fuchucc.com/）をご覧ください。

～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左記までご連絡く
ださい。ご協賛については、大会にてお知らせし、ふくし
だより（１月号）・ホームページなどに掲載いたします。

◆講演会　～高次脳機能障害のある方のための
親(養護者)なきあとの支援を考える～

　高次脳機能障害のある方の将来の生活に向け、権利擁護事業や成年
後見制度について学び、今から準備できる事を考えます。

▼日時：10月24日㈯　午後２時～４時

▼場所：二幸産業・NSP健幸福祉プラザ３階多目的フロア

▼対象：高次脳機能障害のある方とそのご家族、関心のある方

▼定員：30人（申込先着順）

▼講師：NPO法人　ソーシャルネット南のかぜ

▶申込・問合せ　総務係　☎(373)5611　 (373)5612

12月７日㈪��※雨天決行　場所：府中カントリークラブ（中沢1-41-1）

　地域ささえあい（歳末たすけあい運動）募金は、毎年12
月に「共同募金活動」の一環として実施しています。この
大会での募金は、自治会などが行う地域での交流事業や、
地域の居場所づくり（サロン活動）・ボランティア活動など
への支援のため活用いたします。

参加者募集

進学を応援します！進学を応援します！
教育支援資金教育支援資金(生活福祉資金)(生活福祉資金)
　高校・専門学校・短大・大学などに在学または
進学予定のご家庭（要件にあてはまる低所得世帯）
に無利子で学費や入学金などの貸付を行う制度です。ただし日本学生
支援機構の奨学金制度や、母子父子寡婦福祉資金貸付（ひとり親世帯）
などの他制度の利用が優先となります。
教育支援資金の種類・貸付限度額

高等学校・専修学校
（高等課程） 高等専門学校 短期大学・専修学校

（専門課程） 大　学

教育支援費
（月額上限額） 52,500円／月 90,000円／月 90,000円／月 97,500円／月

就学支度費
（入学時のみ対象）

500,000円以内
入学する学校の入学金を限度額の範囲で貸付いたします

◦未払いである場合が対象になります。
◦送金まで１ヶ月半程度かかります。

返済期間　最長20年以内
返済方法　卒業後６カ月の据置期間後、計画に沿った金額で毎月返済していただきます
※�申請は多摩市社協で受け付けし、審査は東京都社会福祉協議会で行います。貸付には要件
があり、対象とならない学校もありますので、ご相談ください。
※貸付から返済までの過程で、民生・児童委員による相談支援を受けていただきます。

★来所される前にお電話でご相談ください。▲

問合せ　総務係　☎（373）5622　  （373）5612

▶申込・問合せ　地域活動支援センターあんど
☎(356)0348　 (356)1155

この障害をお持ちの方とそのご家族が地域
で安心した生活をするための相談窓口を開
設しています。お気軽にご相談ください。

◆�南多摩医療圏　高次脳機能障害支援施設
マップ(第１版)のご案内

　高次脳機能障害のある方の相談窓口や医療機関・
支援施設について、南多摩二次医療圏域（八王子・
多摩・稲城・町田・日野市）の情報が集約された
「支援施設マップ」が発行されています。南多摩高

次脳機能障害支援センターのホームページ（http://m-kojino.com/）
でダウンロードができます。

◆高次脳機能障害とは
　脳血管疾患や交通事故などで脳に損傷をうけ、思考記憶力・判断力
の低下・言語障害などにより日常生活に支障が生じるものです。外見
からわかりにくく自覚することが難しいため、家族も戸惑い、生活上
のトラブルも少なくありません。

ふくしだより
　　デイジー版の
　　　　お��知��ら��せ

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）を無料で
送付しています。
♥問合せ　総務係
　☎（3 7 3）5 6 1 1

～地域福祉を応援しています～

���多摩市社協メルマガ配信
（毎月15日）

活動の情報を一元化して、福祉情報を
わかりやすくお届けするために、メル
マガを配信しています。配信を希望さ
れる方は、entry@tamashakyo.jpに、
空メールを送信してください。携帯、
スマートフォンの方はQRコードをご
利用ください。

▼問合せ　総務係
　☎（３７３）５６１１
��� �（３７３）５６１２

イベントの中止について
　毎年10月に開催しています「福
祉フェスタ」および「秋の福祉バザ
ー」は、新型コロナウイルス感染症
の拡大防止のため、今年度は中止さ
せていただきます。
福祉バザーへの物
品寄付についても
募集をしておりま
せんのでご了承く
ださい。



親なきあと個別相談 日時  10月21日・11月18日・12月16
日　各水曜日　①午後１時～ ②午
後２時～（各枠45分程度）
場所  二幸産業・NSP健幸福祉プラ
ザ内

対象  多摩市に住所を有する障がい
のある方とそのご家族
定員  ①②各１家族（申込先着順）
費用  無料

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）

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

障がい者パソコン教室
（年賀状コース）

日時  10月24日～11月21日（11
月14日をのぞく土曜日・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
ザ内

対象  多摩市に住所を有する18才
以上で障がいのある方（視覚障が
いの方は除く）
定員  ４人（抽選）
費用  500円（テキスト代）

内容  ワードで作る年賀状
持ち物  筆記用具

９月23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

視覚障がい者パソコン
教室

（年賀状コース）

日時  11月５日～11月26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
ザ内

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）

内容  視覚障がい者用ソフトで作る
年賀状
持ち物  筆記用具

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

聞こえと補聴器の相談会 日時  11月28日㈯午前10時30分～
午後３時30分
(上記のうち１時間程度)
場所  二幸産業・NSP健幸福祉プラ
ザ内

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

内容  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

二幸産業・ NSP健幸福祉プラザ３
階窓口または電話
★地域活動支援センターあんど

 （３５６）０３０７
 （３５６）１１５５

「ふれあい・いきいき
サロン」の説明会

日時  10月21日㈬午前10時～11時
30分
場所  永山公民館視聴覚室

対象  市内在住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
定員  10人（申込先着順）
費用  無料

内容  サロン、近所de元気アップ
トレーニングについての説明、サ
ロン活動の体験談など

10月16日 ㈮ ま で に ヴ ィ ー タ・
コミューネ7階窓口または電話・ 
FAX
★まちづくり推進担当

 （３７３）５６１６
 （３７３）６６２９

日時・場所 対象・定員・費用 内容・備考 申込・問合せ

はじめてのボランティア
ポイント説明会

（にゃんともTAMAる
ボランティアポイント）

日時  10月８日㈭または11月12日
㈬午後２時から１時間程度
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  65才以上で、多摩市介護保
険第１号被保険者の方
定員  10人（申込先着順）
費用  無料

内容  ボランティアポイントの概要
説明と登録のご案内
持ち物  筆記用具、介護保険被保険
者証

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

NPO・ボランティア・
市民活動個別相談会

日時  10月14日㈬または11月11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法人や
NPO団体、ボランティア団体、これか
ら団体の設立を予定している方など
定員  ①②各１組（申込先着順）
費用  無料

内容  NPO設立・運営に関する相
談、会計などに関する相談など
相談員：内藤純氏

（公認会計士・税理士・CFP）

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
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あたたかいお気持ち～ご寄付の報告～
★多摩市内の地域福祉の推進（福祉のまちづくり）に役立たせていただきます★

一
般
寄
付

連光寺本村自治会　日生住宅
多摩友の会桜ケ丘方面
匿名（3件）

3,000
5,000

211,500

愛
の
箱

中沢鍼灸接骨院　（唐木田１丁目）
由井歯科医院　　（桜ケ丘４丁目)
キッチンティス　※閉店されました

1,982
3,922
950

指
定
寄
付

◆ボランティア基金に
　わたげの会
◆ボランティア活動に
　東京海上ビジネスサポート㈱
　匿名（2件）

442,281

（商品券）100,000
12,500

そ
の
他

◆フードドライブ事業に
　西野　知一
　有松　靖温
◆子ども食堂に
　宮川　裕幸

12,912
10,000

50,000

物
品
寄
付

髙木　安江� マスク200枚
ＫＤＤＩ㈱� 車いす　5台
アマゾンデータサービスジャパン㈱AWS�InCommunities� マスク１万枚
匿名（5件）���切手1,278円分、セブン＆アイ共通商品券1,500円分、お米券30枚、マスク48枚

フ
ー
ド
ド
ラ
イ
ブ

東京海上日動システムズ㈱　�レトルト食品28袋、インスタントラーメン11食、
缶詰23個�他多数

社会福祉法人楽友会� 米約５㎏、餅１㎏、缶詰10個�他多数
マイニチWOW'ON� お菓子多数
匿名(37件)� お米15㎏、カレールー、乾麺�他多数

合�

計
６月１日～７月31日　 854,047

2020年度累計（令和２年４月１日～７月31日） 966,113

▶問合せ　総務係　 （373）5611
　　　　　　　　　 （373）5612

※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。
　住民のみなさま、企業・
事業所等のみな
さまのご協力を
ぜひお願いいた
します。

●�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。

（令和２年６月１日～７月31日）

地域のお店や取り組み紹介�地域のお店や取り組み紹介�
～あなたのまちの福祉協力店～

ＫＤＤＩ株式会社（鶴牧３丁目）
　これまで車いすやタブレット、災害備蓄品
を寄付いただいているＫＤＤＩ株式会社様に、
今回、７月に開設された多摩センタービル内に、
福祉協力店として飲
料水の災害対応型自
動販売機を設置させ
ていただきました。
社員をはじめ、来館
者の方に自動販売機
をご利用いただいて
おり、自動販売機の
収益の一部は、当会
や共同募金会へ寄付
いただいています。

福祉協力店　募集
　募金箱や広報紙などの設置にご協力していただ
ける商店や企業がございましたら、ご協力お願い
いたします！

講座のご案内

詳細は多摩市HP（http://www.city.tama.lg.jp/0000003049.html）に掲載

詳細は多摩ボラセンHP（http://www.tamavc.jp/）に掲載

順不同・敬称略　（単位：円）

　　寄付金に関する問合せ・
　　　　　　　　寄付の受付
　　総務係　  （373）5611
　　　　　　  （373）5612


