多摩市くらしと文化部市民活動推進課発行

２００７．１１．２７発行＜No.６４＞
連絡先 TEL 042-376-8312

FAX 042-339-0491

e-mail : npo-kyodo@city.tama.tokyo.jp

「市民提案型まちづくり事業補助金」は、市民
団体が自主・自発的に行う、多摩市のまちづくり
に役立つ事業に対して、その事業費の一部を補助
するものです。
各団体から提案された「申請書類」による審査
と、
「公開によるプレゼンテーション」によって、
補助金交付の優先順位を決定します。
プレゼンテーションのイメージ
手話通訳者が付きます

当日は、各団体のパネルボードや資
料の展示もあります。
皆さんも各団体が企画提案する内
容をご覧になり、市民のつくる“まち
づくり”を一緒に考えてみませんか？
多数のご来場をお待ちしています。

平成１９年１２月２日（日）
プレゼンテーション
午前９時３０分～午後５時 0０分

会場：関戸公民館市民ロビー
（聖蹟桜ヶ丘駅前、ヴィータ・コミューネ７階）

応募団体：１５団体（１団体１５分）

審査会
午後３時（予定）～
会場：関戸公民大会議室
（ヴィータ・コミューネ８階）
主

催：多摩市

問合せ：多摩市くらしと文化部
プレゼンテーション後
に公開で行う審査会

市民活動推進課

事業担当

〒２０６－００１１
東京都多摩市関戸４－７２

ヴィータコミューネ７階

：０４２－３７６－８３１２（直通）
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多摩市市民提案型まちづくり事業補助金 団体一覧（発表順）

発表
順番

整理
番号

プレゼンテーション
開始時刻（予定）

1

Ｃ－１

9時55分～

ニュージーランド・中学生語学研修

ＮＰＯスポーツ文化国際交流協会

2

Ｃ－２

10時10分～

実践的かつ自律的な自主防災活動を

東寺方自治会

3

Ｃ－３

10時25分～

多摩市における
「市民協働」の研究と研究成果の公刊

多摩自由大学

4

Ｃ－４

10時40分～

貝取こぶし館
内外及びその周辺の美化と癒しの環境づくり

貝取こぶし館 緑花委員会

5

Ｓ－８

10時55分～

こども古典芸能体験教室

多摩市古典芸能に親しむ会

6

Ｓ－１

11時10分～

ひじり館を花いっぱいの「和みの広場」に

聖ヶ丘コミュニティセンター運営協議会

7

Ｓ－２

11時25分～

第21回文庫展
子どもと本の広場―本の世界であそぼう

多摩市文庫連絡協議会

8

Ｓ－３

11時40分～

運動会、レクレーション等の立案企画とその実施

連光寺/聖ヶ丘スポーツ振興会

事業名

団体名

昼食

11時55分～13時00分

9

Ｓ－４

1時00分～

第18回映画祭TAMA ＣＩＮＥＭＡ ＦＯＲＵＭ

ＴＡＭＡ映画フォーラム実行委員会

10

Ｓ－５

1時15分～

住民がつくる安全なまちプロジェクト

ＮＰＯ夢のマネージメント社

11

Ｓ－６

1時30分～

「多摩」を音楽で溢れる街にしようプロジェクト
ver3.0

Ａrtists Link Tama

12

Ｓ－７

1時45分～

小学校にホタルを蘇らそう

東寺方自治会

13

Ｓ－９

2時00分～

運動会他・イベントの企画立案とその実施

貝取地域スポーツ振興会

14

Ｓ－１０

2時15分～

市民製作映画『もうオールドタウンとは呼ばせない！（仮題）』上
多摩ニュータウン映画製作委員会
映

15

Ｓ－１１

2時30分～

2007年アジア・太平洋女性国際会議の報告会

合計

プログレス・ジャパン

１５件

※プレゼンテーションの開始時間は、目安です。進行状況によって、前後しますので、予めご了承ください。

2

～市民協働 NEWS～

《おいしんぼクラブ ・もみじ亭》 参加者募集！
精神保健ボランティア養成講座のアフターグループができました。名前は《おいしんぼクラブ
もみじ亭》。
「メンバーとボランティアが、一緒においしいものを作って食べよう」という会です。
毎月１回、第２月曜日に総合福祉センター調理室で、旬の地場野菜を使い、美味しくて、手軽に
できる料理を作っていきます。調理が苦手でも食べることが好きな方、精神保健ボランティアに
関心のある方、ぜひご参加ください。
▽

１２月のメニュー：炊き込みご飯、さつまいものきんとん

▽

日

時 ：１２月１０日（月）１１時～１４時

▽

場

所：多摩市総合福祉センター ５階 調理室

▽

指

導：塩田聡一郎さん「寒天茶房遊夢（ゆうむ）」

▽

費

用：３００円（材料費）

▽

持ち物：エプロン、三角巾、米１合

▽

定

▽

問合せ・申込み：多摩ボランティアセンター

員：１０人

米１２月７日(金)までにお申込みください。

：０４２－３７３－６６１１

Ｅmail：

T10/15～22 日に行った精神保健ボ
ランティア講座では、メンバーと一
緒にスイートポテトを作りました。

ＦＡＸ：０４２－３８９－６６９９

tamavc＠tamashakyo.jp

《ボランティアサロン》にいらっしゃいませんか？
多摩ボランティアセンターでは、ボランティア活動を始めたい方のために、自分に合った活動の
探し方などの相談の場として、サロンを開いています。ぜひお出かけください。
日時：第３土曜日 13：30～15：30
問合せ

場所：総合福祉センター７階ボランティアセンター

：０４２－３７３－６６１１

ＦＡＸ：０４２－３８９－６６９９

(環境推進課)
紙はリサイクルの優等生。５回も生まれ変わるんだから燃やさないで
ね。買い物のレシート（感熱紙は不可）や割り箸の袋は貴重な資源です。

エコミちゃん

本類、お菓子の箱やティッシュの箱、チラシ、メモ、カタログ、トイレットペーパーの芯
（ラップの芯、硬いものはだめ）
、パンフレットは第２･４水曜日の雑誌・雑紙の日に出し
てください。シュレッダーにかけた紙吹雪状に裁断された紙は繊維が切れるために資源に
なりません。
細長く裁断された幅５ミリ以上長さ６センチ以上（つまよう枝の紙）は再生可能です。
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● 平成１９年１２月の「暮らしの相談コーナー」から

皆様のご支援によりこのコーナーを継続し、12 月は 8 コマをご案内しています。
場所は、TNC のオープンスペース。相談は予約なしの先着順ですので、お待ちいただくこともあります
が、時間内にお越し下さい。詳しいスケジュールや必要の都度ご相談に
のって下さる方々のお名前等は毎月の時間割表と TNC ホームページに掲載しています。
（ホームページのアドレス：http://www.tama-npo.org/）
（午前は、10:30～12:30 午後は、13:30～15:30 の開催です。）
12 月 1 日(土) 午前・12 月 15 日(土) 午前「手嶋俊輔さんの住宅～戸建てから集合住宅」
12 月 4 日(火) 午前「小池松弘さんのよろずパソコン」
12 月 7 日(金) 午前「深田イツ子さんの不登校・引きこもり」
12 月 11 日(火) 午後・12 月 25 日(火)午後「梅村孝治さんの労務・経理」
12 月 22 日(土) 午前「和氣公介さんのパソコンのフォローアップ」
12 月 22 日(土) 午後「都田浩司さんのハイエージのインターネット」
12 月は第 1 土曜日 3 日午後「山中康廣さんの住まいのリニューアル」
第 3 土曜日 15 日午後の「内海昌三さんの就職・転職活動の支援」
第 4 火曜日 25 日午前の「初心者のためのパソコン相談」以上の 3 コマはお休みです。
事務局では、暮らしの相談コーナー相談員を担当したいとのお申し出をお待ちしています。

TNC、年末年始のお休みは、12 月 29 日から 1 月 3 日まで
12 月 28 日(金)までと、2008 年 1 月 4 日(金)からは、平常どおり開館しています。
1 月の暮しの相談コーナー時間割は、協働 NEWS12 月号をご参照ください。

市民協働 NEWS は、希望する団体・市民向けに配信しています。市民活動情報等掲載したい記事等ござ
いましたらお気軽にお寄せください（原稿締切りは毎月 15 日です）。
市民協働 NEWS は多摩 NPO センターHP ＜ http://www.tama-npo.org ＞でもご覧いただけます。
連絡先 多摩市くらしと文化部市民活動推進課事業担当
(聖蹟桜ヶ丘駅前ヴィータ・コミューネ 7F)
担当 鈴木、田中、加藤
TEL ０４２-３７６-８３１２ e-mail npo-kyodo@city.tama.tokyo.jp
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