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共同募金　  ご協力ありがとうございます。
10月 1 日～12月31日

21,407,030円
 ※平成28年 1 月18日現在

　今年度も、10月 1 日から12月31日まで「赤い羽根共同募金」、12月 1
日から12月31日までの「年末たすけあい募金」にご協力くださいまして
誠にありがとうございました。

※戸別募金
　地域の町会・自治会、
民生委員などの地域の
方にご協力いただいて
集める募金です。

　共同募金は、都道府県ごとに行われています。災害の時などの例外を除き、集まっ
た募金は神奈川県内の福祉活動に活用され、寄付した皆さんの身近な地域で役立てら
れている募金です。

　年末たすけあい募金は、集めた募金を全て多摩区内の地域福祉活動に活用します。
　平成27年度の募金の一部を活用して、障害をお持ちの世帯や高齢世帯等に民生委員
児童委員を通じて「年末慰問金」を4,000円配布しました。

募金総額

募金種別 赤い羽根 年末たすけあい
戸別募金 11,050,873 7,798,946
街頭募金 916,859 81,313
法人募金 747,506
校内募金 220,043
職域募金 446,115
その他募金 135,592
イベント募金 9,783
合計 13,526,771 7,880,259

 （単位：円）

赤い羽根募金
★つかいみち★

年末たすけあい募金
★つかいみち★

多摩区社会福祉協議会では、共同募金を活用し
て、多摩区内で活動しているボランティア同士
の横のつながり作りや情報交換を目的に、ボラ
ンティア交流会を開催しました。

この広報紙は一部共同募金の
配分金で発行されています。
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多摩区ボランティアセンター多摩区ボランティアセンター
運営委員を募集！運営委員を募集！

福祉教育セミナー区域版
「最近の子ども事情」を開催しました

福祉教育推進委員を募集！福祉教育推進委員を募集！

　多摩区ボランティアセンターは、ボランティアについ
ての意識の高揚と活動の効果的な振興を図ることを目的
に、平成16年に開所した本会の機関です。同センターの
事業内容を企画、実施や運営に当たる第 7期の委員を募
集します。

■任期　28年 4 月～30年 3 月
■人数　若干名
■応募資格　次の条件を全て満たす人
　①区内在住で18歳以上（28年 4 月 1 日現在）の人
　② 年 9 回程度、主に平日に開催する運営委員会と各種
事業に出席・参加できる人

　③同センターの運営に積極的に協力できる人

　※規定により旅費を支給します
■申込方法
　 3月31日までに福祉パルなどで配布中の応募用紙かハ
ガキに、住所、氏名、年齢、性別、職業、住所、電話番
号、応募動機を記入し、郵送かファクスでお申込みくだ
さい。ハガキでのお申込みの場合は、「ボランティアセ
ンター運営委員応募」とご記入ください。
〒214－0014多摩区登戸1763ライフガーデン向ケ丘 2 階
福祉パルたま内
多摩区社会福祉協議会  TEL 935－5500  FAX 911－8119
■選出方法
　申し込み後、面談の上、選出します（日時は連絡します）

　福祉教育推進委員会は、福祉教育についての調査研究
ならびに家庭・学校・地域が一体となって取り組む福祉
教育の推進支援をはかるための委員会です。同推進委員
会の事業内容を企画、実施や運営に当たる第 6期の委員
を募集します。
■任期　28年 4 月～30年 3 月
■人数　若干名
■応募資格　次の条件を全て満たす人
　①区内在住で18歳以上（28年 4 月 1 日現在）の人
　② 年 9 回程度、主に平日に開催する推進委員会と各種
事業に出席・参加できる人

　③同センターの運営に積極的に協力できる人

　※規定により旅費を支給します
■申込方法
　 3月31日までに福祉パルなどで配布中の応募用紙かハ
ガキに、住所、氏名、年齢、性別、職業、住所、電話番
号、応募動機を記入し、郵送かファクスでお申込みくだ
さい。ハガキでのお申込みの場合は、「福祉教育推進委
員　応募」とご記入ください。
〒214－0014多摩区登戸1763ライフガーデン向ケ丘 2 階
福祉パルたま内
多摩区社会福祉協議会  TEL 935－5500  FAX 911－8119
■選出方法
　 申し込み後、面談の上、選出します（日時は連絡します）

　福祉に関心を持ってもらい、福
祉についての理解者・支援者を増
やすためのきっかけになるような
場、そしてその気付きを地域に広
げることを目的として、福祉教育
セミナー区域版を開催し、61名の
方が参加されました。
　「最近の子ども事情」をテーマに
お話を聞き、グループワークでは、
「地域から見た子どもの様子」や
「地域では何ができるのか」等を意
見交換していただきました。

参加者の声参加者の声
❖

❖

❖
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ボランティア活動保険の更新時期です！

多摩区社会福祉協議会のホームページが
新しくなりました！

印刷機がリニューアルされました！

【保険料】
Ａプラン Ｂプラン

基本タイプ 300円 450円
天災タイプ
（基本タイプ＋地震・噴火・津波） 430円 650円

なお、平成28年度のボランティア行事用保険についても、 2月 1日より受付けています。

オルフィス料金表
白黒 カラー

A 4
B 4 • B 5 A 3 A 4

B 4 • B 5 A 3

1円 2円 10円 20円

1 枚あたりの料金（税込）です。

　平成28年度のボランティア活動保険の加入申込み受付
を 2月 1日より始めました。
　ボランティア活動保険とは、ボランティア自身が国内
で、ボランティア活動中にケガをした場合の「傷害保険」
と第三者の身体または財物に損害を与え、法律上の賠償
責任を負った場合の「賠償責任保険」をセットにした保
険です。

　補償期間は、加入受付翌日から翌年の 3月31日までで
す（ 4月 1日より前に申し込んだ場合は 4月 1日から 3
月31日まで）。
　新規登録・更新手続きは、多摩区社会福祉協議会窓口
にて受付けております。
　もしもの時に備えて、安心してボランティア活動に取
り組みましょう♪

　パルのボランティアコーナーにある 2台の印刷機
のうち、老朽化に伴い 1台を 2月15日に入れ替えま
した。
　新しく導入した機械はオルフィスという機械で、
今までの印刷機とは異なり高速のプリンター・コ
ピー機のような機械です。
　オルフィスの大きな特徴はカラー印刷ができる点
と、印刷機ではないので製版が不要な点です。
　これにより、料金設定も次のとおり変わりますの
でご了承ください。ただし、入れ替えがない印刷機
の料金は変わりませんのでご注意ください。
　詳細は職員までお尋ねください。

　 1 月25日より、本会のホームページがリニューアルされました。大きな特徴
は、タブレットやスマートフォンからも見やすいシステムになっている点です。
　講座の案内・報告など最新の多摩区社協情報を随時更新していきますので、
是非定期的にご覧ください♪
URL：http://www.tamaku-shakyo.jp/
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【日程】
　①事前説明会： 6月12日（日）11：00～12：00
　②前 日 準 備： 6月18日（土）13：00～17：00
　③開 催 日： 6月19日（日）8：30～17：00
【会場】多摩区総合庁舎
【問合せ先】
　多摩区社会福祉協議会
　電話　044－935－5500
　メール
　tamaku@csw-kawasaki.or.jp

発　行／社会福祉法人　川崎市多摩区社会福祉協議会 　川崎市多摩区登戸 1763　ライフガーデン向ヶ丘２階　福祉パルたま内
　　　　地域課：TEL 935－5500　FAX 911－8119　発行人／原田知治　編集人／斎木　浩　URL ／ http://www.tamaku-shakyo.jp
　　　　※記事掲載情報やご意見・ご感想等は郵送または FAX でお寄せください。

～多摩区の地域福祉の増進にご協力いただき、
 誠にありがとうございます～
 皆様から頂戴した寄付金品は、多摩区内で活動するボランティア団体
や福祉施設への支援に活用させていただきました。

▶寄付者一覧【平成27年11月1日～平成28年 1月31日】（順不同・敬称略）
●寄付金（計 4件／169,010円）
　・川崎市立南生田小学校ＰＴＡ　・ベンリーたま
　・日本女子大学教職員組合　　   ・川崎西青色申告会
●寄付品（計 2件）
　・公益社団法人スコーレ家庭教育振興協会  川崎スクール（雑巾55枚）
　・百合ヶ丘産業株式会社（名入りビブス30着）

ご寄付のお礼ご寄付のお礼 福祉パルたまの
ご案内

　福祉パルたまは、社会福祉協議
会が川崎市から委託を受け、管理・
運営している施
設です。
　福祉活動のた
め、研修室（予
約制40人収容）・
ボランティアコ
ーナー（先着順
利用）をご利用いただけます。
＜ご予約・問合せ　935－5500＞

　多摩ふれあいまつりは、「わたしとあなたとこの街と」を
テーマに、障がいのある方やボランティアの団体が、日ごろ、
地域で行っている活動に関する情報を発信し、「バリアフリー
の街づくり」に関する理解と啓発を目指して開催しています。
　イベントボランティアとしておまつりに参加してみません
か。障がいのある方々の活動に関心のある方、一緒におまつ
りを盛り上げていいただける高校生以上の方ならどなたで
も！
　皆様のご参加をお待ちしております。
　活動は、前日の会場設営、当日の参加団体へのお手伝いな
どとなります。

スタンプラリーで忍者に扮して活動中！ 大ホールでは様々な団体が登場して舞台を盛り上げます。

主催：多摩ふれあいまつり実行委員会、川崎市教育委員会

第16回多摩ふれあいまつり第16回多摩ふれあいまつり
イベントボランティア募集イベントボランティア募集
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