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市民活動情報センターの『愛称』が決定しました！ 

 

 

１月２６日（土）に開催しました『第３回 地域ふれあいフォーラムＴＡＭＡ』において 

市民活動情報センターの愛称を最終候補から決定するため、来場者による投票を行いました。 

当日は様々な催し物にたくさんのご来場をいただき、この投票にも１０７名の方にご参加

いただきました。ご参加ありがとうございました。 

 投票の結果  「 たまりばてぃ 」    ６９票 

       「 Ｃｏ-まち (こまち) 」 ３８票 

今後、市民活動情報センターで行うイベントや印刷物等に利用し、積極的に活用させて

いただきます。愛称をご応募いただきました多くの皆様、決定に際しご意見、ご参加いた

だきました多くの皆様、本当にありがとうございました。 

これからも「 たまりばてぃ 」こと「 市民活動情報センター 」の運営に、ご理解

とご協力をよろしくお願いいたします。 

 

市民活動情報センター内『パソコン研修室』で 

パソコン講座等の事業を実施する団体等を募集します！ 

  

平成２０年４月以降、市民活動情報センターにおいて、市民団体あるいは個人向けパソコン講座

を実施する市民活動団体等を募集します。 

 事業実施を希望する場合は、２月２０日（水）午前１０時３０分に市民活動情報センターへお越

しください。 

※ 利用に際しての詳細については、お問合せください。 

▶ 問合せ：電話又は直接窓口で 

市民活動推進課事業担当（聖蹟桜ヶ丘ヴィータ７階）： ℡ 042-376-8312 
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多摩ＮＰＯセンター運営検討会議（市民会議）の開催について 

 

 市民活動を支援する多摩NPOセンターについて、開設から７年、改めて今後の役割や機能、運営手法

などを具体的に検討するために、市民の皆さんにご議論いただくための会議を開催します。今後ＮＰＯ

センターが活発に利用されることを目指し、多くの方のご参加をお待ちしております。どなたでもご参

加いただけます。 

▶ 問合せ先 市民活動推進課事業担当 ℡ 042-376-8312 

  

 日時 場所 内容 

第１回会議 ２月１４日（木） 

午後６時 30 分～ 多摩 NPO センター 

 大会議室 

主旨説明、会議運営ルールの

確認、世話人・リーダーの選

出など 

第２回会議 ３月１日（土）【予定】 ワークショップの実施 

※会議は、夏ごろまでに５回程度の開催を予定。 

 

 
 
 

予告！多摩市ボランティア交流会 
 

 

多摩ボランティアセンター登録団体連絡会の企画運営によるボランティア交流会を、今年も開催し

ます。テーマは「介護制度とボランティア～これからの多摩市の福祉を考える」。詳細は２月７日発

行のボランティア通信でお知らせします。 

 

日時：２月２３日（土）１０：３０～１４：３０ 

場所：多摩市総合福祉センター７階研修室 

内容：① 「介護支援ボランティアについて」 

～稲城市で始まった介護支援ボランティアの取組みについて知る 

②「障がい者からの発言」講演 三井絹子さん参加費：５００円（軽食・資料代） 

▶ 問合せ/申込み 多摩ボランティアセンター ０４２－３７３－６６１１ 

 

 
 

(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。 
 

 

 

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。 エコミちゃん 
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「“カードポイント”のポイントを 市民活動支援に生かせないか?」 

その実現のためのワークショップ開催参加者募集 

 

ポイントが貯まるいろいろなカードがあります。これらのポイントを市民活動に寄付する仕組が

つくれないものかみんなで考えてみませんか? 

(実際、みずほマイレージカードに貯まったポイントを市民活動団体に寄付する仕組がありました。現在はなし) 

今回は首都圏で 300 万人がもつ「パスモ」の乗車ポイントなどにスポットをあて、市民活動へ

の各種ポイント寄付の実現のためにはどんな課題があるのかを出しあいます。 

 

アドバイザー：溝内辰夫氏（株式会社ＮＴＴデータ経営研究所 環境戦略コンサルティング本部） 

鉄道会社の立場 

・ＮＰＯって何をしているの？・ポイントはそもそも販売促進、顧客の囲い込み・ＮＰＯに寄付できる

ようにするメリットは？・本当に会員は寄付するの？・仮に寄付できるようにしたとして、どのように

団体を決めるの？・寄付した団体が悪さをしたら、どうするの？ 

ポイント寄付者の立場 

・どうせ期限切れするなら、寄付したいとは思うけど・・・。・使えるポイントを寄付する場合、なん

らかのメリットが感じられないと・・・。・そもそもＮＰＯって何をしているの？ 

 

 日  時  平成 20 年 2 月 13 日(水)13 時～15 時 

会  場  多摩市総合福祉センター5 階 502 会議室 

会場住所  多摩市南野 3-15-1  

 

 

 

▶ 主催・問い合わせ 多摩ＮＰＯ協会  042－338-8212 

 

 交通案内  

• 唐木田駅から徒歩約５分  

• 多摩センター駅から、日大三高行き 

・下小山田行きバスにて「福祉センター」下車  

• 多摩センター駅から、鶴牧団地循環バスにて 

「南鶴牧小学校」下車・徒歩約５分  

• 聖蹟桜ヶ丘駅から、多摩センター駅経由 

鶴牧団地循環バスにて「南鶴牧小学校」下車・徒歩約５分  

• 永山駅から、ミニバス東西線にて「総合福祉センター」下車すぐ 

＜多摩市ミニバス＞  
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http://www.city.tama.tokyo.jp/life/seikatsu/new_minibus.htm


 

 

 

●2 月 2 日(土)TNC利用者懇談会を開催します 

2月 2日(土) 午後 2時から 4時、TNC のオープンスペースを会場に第 5回 TNC 利用者懇談会を開催しま

す。これまで利用された方も、今後に利用をお考えの方も､ご参加ください。 

TNC のこれからについて利用者同士に懇談をお願いいたします。資料を用意しますので、 

出席予定の方は TNC 事務局にご連絡ください。 

 

●2 月 21 日(木)第 4 回「市民活動 語りすと」を開催します 

2月 21 日(木)午前 10 時 30 分から、第 4回「市民活動 語りすと」を TNC オープンスペースを会場に開

催いたします。予約不要です。どなたでもご参加くださるようお待ちしています。 

 

●平成 20 年 2 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、2月は 11 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、時間内にお越しください。詳しい内容や、下記の時間割とは別に必要の 

都度ご相談にのってくださる方々のお名前等は、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。） 

2 月 1 日(金) 午前「深田イツ子さんの不登校・引きこもり」 

2 月 2 日(土) 午前・2月 16 日(土)午前「手嶋俊輔さんの住宅～戸建てから集合住宅」 

2 月 2 日(土) 午後「山中康廣さんの住まいのリニューアル」 

2 月 5 日(火) 午前「小池松弘さんのよろずパソコン」 

2 月 12 日(火) 午後・2月 26 日(火)午後「梅村孝治さんの労務・経理」 

2 月 16 日(土) 午後「内海昌三さんの就職・転職活動の支援」 

2 月 23 日(土) 午前「和氣公介さんのパソコンのフォローアップ」 

2 月 23 日(土) 午後「都田浩司さんのハイエージのインターネット」 

2 月 26 日(火) 午前「新井文子さんの初心者のためのパソコン相談」 

 

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。 

 

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 

～市民協働 NEWS～ 4


