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親子で紙芝居型の防災カードゲームを楽しみ、多摩市が備蓄している非常食「アルファ米」を調

理、試食してみませんか。防災について改めて考える機会になりますよ！ぜひご参加ください。 

日時 ３月２５日（金）午前１０時３０分～午後０時３０分 

場所 市民活動情報センター 

対象 お子さん(３歳くらいから小学生)と保護者、防災に興味のある方 

講師 市川知子さん(ＮＰＯ法人シーズネットワーク)ほか 

参加費 親子で１００円(資料・お茶代等) 

定員 １０組(先着順)※３月１４日（月）から受付開始 

持ち物 箸またはスプーン 

申込み・問合せ 市民活動情報センター☎(３７６)８３１２ 

 

 
 
 
                                                    

「生きいき大人のぬり絵教室」 
日時 ３月２６日（土）午後２時～４時 

場所 市民活動情報センター 

対象 おおむね20歳以上の市内在住・在勤の方 

定員 １５人(申し込み先着順) 

講師 須貝光一郎氏(サクラクレパスぬり絵インストラクター) 

申込 市民活動情報センター ☎(３７６)８３１２ 

問合せ 東京グレイターズクラブ☎(３３８)８０８４ 小西 

 

                 

古典芸能オモシロ講座 

 

歌舞伎オモシロ講座 
日時 ３月３０日（水）午後２時～３時４０分 

場所 永山公民館 ベルブホール 出演 調布市民歌舞伎会員 

内容 歌舞伎初心者にもわかりやすく、化粧、衣装、せりふ、物語などの説明後、「三人吉三廓初買」

の有名な場面の実演。体験コーナー有り。 

費用 ５００円（全席自由） 

申込・問合せ 多摩市古典芸能に親しむ会 ☎０９０(７９４０)０８２５ 青木 

市市市民民民協協協働働働 NNNEEEWWWSSS   

２０１１．２．２５＜No１０３＞

いつもご愛読いただきありがとうございます！朝晩はまだまだ寒さが残りますが、日差しに春を感じる今日

この頃、何か活動を始めるにはいい季節となりました。市民活動情報センターでは、皆さんの地域デビューのお

手伝いになるような情報をたくさん取り揃えてお待ちしております。是非お出かけください。 

引き続きたまりばてぃ通信をご愛読のほどよろしくお願い致します。 

夢たま補助金 
 

交付事業  

 

市民活動情報センター協力事業 /主催 東京グレイターズクラブ

市民活動きっかけづくり事業 

「春休み 親子で防災カードゲームとアルファ米体験！」 

Ⓒ ＮＰＯ法人プラス・アーツ 
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「ＴＡＭＡ女性センター、関戸公民館、永山公民館の保育業務」受託団体募集 

 

～ＴＡＭＡ女性センタ―～ 
①委託回数  約２０講座（１講座平均３時間）程度。 

②委託内容  満１歳以上未就学児の保育。保育定員は１０人、保育従事者数は保育児４人以下では

２人、５～８人では３人、９～１０人では４人配置とし、配置数のうち原則として１

人以上が保育有資格者・その他は保育経験者とする。勤務時間は平日および土・日・

夜間あり。（その他詳細は仕様書による） 

③応募方法  ＴＡＭＡ女性センター窓口にて配布（配布期間：３月７日（月）～３月１１日（金）

の午前９時から午後５時まで）する委託業務仕様書並びに見積書様式を受け取り、見

積書を作成のうえ、３月１８日（金）午後５時までにＴＡＭＡ女性センター窓口に直

接持参。 

※ 年度最初の保育委託予定日：４月１０日（日）（時間は午後１時から４時）予定 

＜問合せ＞ ＴＡＭＡ女性センター ＴＥＬ ３５５－２１１０  ＦＡＸ３３９－０４９１ 

 

～関戸公民館～ 
①委託回数  約１２回（１回平均３時間）程度。 

②委託内容  満１歳以上未就学児の保育。保育定員は１０人、保育従事者数は保育児４人以下では

２人、５～８人では３人、９～１０人では４人配置とし、配置数のうち原則として１

人以上が保育有資格者・その他は保育経験者とする。勤務時間は平日および土・日・

夜間あり。（その他詳細は仕様書による） 

③応募方法  関戸公民館窓口にて配布（配布期間：３月７日（月）～３月１１日（金）の午前９時

から午後５時まで）する委託業務仕様書並びに見積書様式を受け取り、見積書を作成

のうえ、３月１８日（金）午後 5時までに関戸公民館窓口に直接持参。 

※ 年度最初の保育委託予定日：４月中旬予定 

＜問合せ＞   関戸公民館 ＴＥＬ ３７４－９７１１ＦＡＸ３３９－０４９１ 

 

～永山公民館～ 
①委託回数  約２５回（１回平均３時間）程度。 

②委託内容  満１歳以上未就学児の保育。保育定員は２０人、保育従事者数は保育児４人以下では

２人、５～８人では３人、９～１２人では４人、１３～１６人では５人、１7～２０

人では６人配置とし、配置数のうち原則として１人以上が保育有資格者・その他は保

育経験者とする。勤務時間は平日および土・日・夜間あり。（その他詳細は仕様書に

よる） 

③応募方法  永山公民館窓口にて配布（配布期間：３月７日（月）～３月１１日（金）の午前９時

から午後５時まで）する委託業務仕様書並びに見積書様式を受け取り、見積書を作成

のうえ、３月１８日（金）午後５時までに永山公民館窓口に直接持参。     

＊ただし、１７日（木）休館日を除く。 

※ 年度最初の保育委託予定：６月初旬の予定 

＜問合せ＞  永山公民館 ＴＥＬ ３３７－６６６１  ／ ＦＡＸ３３７－６００３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応募資格・選定方法については女性センター、関戸公民館、永山公民館ともに共通です。
 
応募資格 保育活動の実績を有し、市内で活動する市民団体で、市ＮＰＯ登録団体（多摩市協働委

託事業契約・市民団体等登録制度）、またはこの登録要件を満たし当該契約前に登録予定
の団体。 ※法人格の有無は問いません 

 
選定方法 見積競争方式 
 

※なお、これらの契約は平成２３年度歳入歳出予算が平成２３年３月３１日までに 
多摩市議会において可決された場合に、平成２３年４月１日に確定するものです。 
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～教育振興課～ 
「梅林等市民団体管理業務委託」受託団体募集 
 

多摩市教育委員会では東永山複合施設地内の法面、通称「梅の木林」の環境保全及び管理を行って

いただける多摩市内の NPO 団体を募集いたします。仕様書配布期間などは、以下のとおりです。 

①委託予定期間  平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで 

②仕様書配布期間 平成２３年３月７日から平成２３年３月１１日まで 

③見積書提出期限 平成２３年３月１５日 午後５時まで 

④見積書提出場所 多摩市役所第二庁舎２階 教育振興課 

 ＜問合せ＞  教育部教育振興課  ＴＥＬ３３８－６８７４  

 

～みどりと環境課～ 

「公園駐車場及びよこやまの道トイレの開閉業務委託」受託団体募集 
① 委託期間  平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日  

②委託内容 

・公園駐車場（１８ヶ所）の出入り口を、朝は8時00分までに開け夕方は各公園の閉鎖時間（１７

～２１時）から１時間以内に閉める業務。放置車両がある時は、連絡等の対応業務があります。  

・よこやまの道に設置されているトイレ３ヶ所の開閉業務。  

③応募資格 市内のＮＰＯ団体で、市ＮＰＯ登録又は登録要件を満たす団体 

（法人格の有無は問いません。）  

④応募方法 ３月１日（火）より市役所東庁舎１階・みどりと環境課で仕様書を  

配布します。 

３月１１日（金）午後5時までに見積書を提出してください。  

⑤選定方法 見積競争方式  

＜問合せ＞  みどりと環境課  ＴＥＬ３３８－６８２７  

 

～ごみ対策課～ 

「転入者ごみ分別説明業務委託」受託団体募集 
①委託内容  年間を通して、午前８時３０分から午後５時（休憩なし）まで市役所本庁舎市民 

課ロビーにごみ分別説明員を配置し、転入者及び来庁者にごみの分別・減量につ 

いて啓発を行います。 

「リユース食器貸出管理業務委託」受託団体募集 

①委託内容  お祭りなどのイベントで、繰り返し使うことができるリユース食器の洗浄・貸出 

管理業務を行います。リユース食器の貸出日・返却日に応じて、午前９時から午 

後５時までの間で、リユース食器の貸出準備事務および返却された食器の検品・ 

洗浄・殺菌作業。また、リユース食器のＰＲも行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応募資格等については「転入者ごみ分別説明業務委託」 「リユース食器貸出管理業務委託」
ともに共通事項となります 

委託期間  平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日 
応募資格  市内で活動する市民団体で、市ＮＰО登録団体（多摩市協働委託事業契約・市民団体等

登録制度）、またはこの登録要件を満たし当該契約前に登録予定の団体。 
※法人格の有無は問いません 
 

応募方法   多摩市資源化センター（エコプラザ多摩）にて配布（配布期間：２月２５日（金）～３
月１４日（月）の午前９時から午後５時まで）する提案依頼書、委託業務仕様書を受け
取り、提案書、見積書を作成のうえ、３月１８日（金）午後５時までに多摩市立資源化
センター（エコプラザ多摩）管理棟２階窓口に直接持参。 

        
選定方法   企画提案方式 
＜問合せ・提出先＞ ごみ対策課 多摩市立資源化センター（エコプラザ多摩）管理棟２階 
ＴＥＬ ３３８－６８３６ ／ ＦＡＸ ３５６－３９１９ 担当：平野、長谷川 

※なお、これらの契約は平成２３年度歳入歳出予算が平成２３年３月３１日までに 
多摩市議会において可決された場合に、平成２３年４月１日に確定するものです。 
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平成２３年度 ボランティア保険及びボランティア登録・更新手続きのご案内!! 

～出張受付窓口を開設します～ 
 

３月３１日で、今年度のボランティア保険の補償期間が終了します。 

平成２３年度のボランティア保険及びボランティア登録・更新の手続きを下記の日程で行います。また、「趣

味や特技を活かして活動したい」「ボランティア体験をしたい」「団体を作りたい」「ボランティアの協力を

お願いしたい」など、ボランティア活動に関する各種相談もお受けします。お気軽にお越しください。 

 

◆出張相談窓口日程（時間：１３時３０分～１５時３０分） 

日   程 受 付 場 所 

３/２２(火)、４/６(水) ゆう桜ケ丘 

３/２３(水)、４/７(木) 福祉ショップ「きずな」（多摩センター駅バス停１番前） 

３/２４(木)、４/４(月) トムハウス 

３/２５(金)、４/２(土) ヴィータコミューネ７Ｆ市民活動情報センター 

３/２８(月)、４/９(土) ベルブ永山３Ｆ永山公民館 

３/２９(火)、４/１９(火) 貝取こぶし館 

３/３０(水)、４/１４(木) 愛宕かえで館  

３/３１(木)、４/８(金) ひじり館            

以下の場所にて常時受付も行っています。 

１、多摩ボランティアセンター（多摩市総合福祉センター内７階） 

  第２土曜日、日曜日、祝日を除く８時３０分～１７時１５分            

２、多摩ボランティアセンター永山分室（東永山複合施設内Ｂ棟１階） 

第１・３・４・５土曜日、日曜日、祝日を除く９時００分～１７時００分 

問合せ先 ☆多摩ボランティアセンター（多摩市総合福祉センター7階） 

    ☎０４２－３７３－６６１１ FAX ０４２－３７３－５６１２ 

 

      第 ４ 回 
 

開催日時：2011 年 3 月 13 日（日）am10:00～pm4:00 ※雨天中止 

会  場：九頭竜公園 京王線 聖蹟桜ケ丘駅 東口下車 徒歩 3 分 

【主催】 seiseki sun marche 

【共催】 せいせき観光まちづくり会議 

【後援】 関戸・一ノ宮コミュニティセンター 聖蹟桜ケ丘商店街 

【協力】 多摩大学プロジェクトゼミ（片桐ゼミ） 
 

 
たまりばてぃ通信は、希望する団体・市民向方に Ｅメールで配信しています。 

Ｅメールでの配信をご希望の方は、連絡先及び、配信先を下記の連絡先までお知らせください。 

また、市民活動に関する情報等がございましたら、お気軽にお寄せください。(原稿締切は毎月１５日) 
＊ たまりばてぃ通信は  

多摩市 市民活動情報検索サイト＜http://www.tama-shimin-katsudo.com＞ 

多摩ＮＰＯセンターＨＰ＜http://www.tama-nop.org＞ でもご覧いただけます。 

                  ☆ 連絡先 ☆ 市民活動情報センター《多摩市 くらしと文化部 市民活動支援課 事業担当》

                     (聖蹟桜ヶ丘駅前ヴィータ・コミューネ ７Ｆ) 担当：田島、本多、宮崎 

                      ℡：042-376-8312  ＜Ｅ-mail：npo-kyodo@city.tama.tokyo.jp＞  


