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市民団体等が協力し合い、今年も『地域ふれあいフォーラムＴＡＭＡ』を開催します！ 

ご来場お待ちしています！☺☺☺ ３ページの開催日・会場・プログラムをチェックしてみてください！ 

 

 関戸会場・永山会場で地域デビュー手引書最新版を配布します。 

入門編と市民活動団体紹介編があります。何か始めてみたい人！ぜひ手に取って見てみてください。 

 

 

 

 

 

  

 

平成２１年２月１日(日)開催イベントから一部ご案内します 

第４回地域ふれあいフォーラム TAMA 参加企画 

◆『地域活動デビューパーティー』参加者募集！ 

２月１日（日）に実施する『地域ふれあいフォーラム』（関戸会場）において、「新しい仲間

がほしい」と考えている市民団体と「これから何か地域で活動を始めてみたい」と考えている

方とを直接つなぐお見合いイベントを実施します。 

当日は、市民団体（10団体を予定）の自己ＰＲ、その後、各団体の説明

をじっくり聞けるようブースを設置します。 

あなたの地域活動デビューを応援します。是非ご参加ください。 

▽日 時：2月1日（日）午前11時～午後１時 

▽場 所：市民活動情報センター（ヴィータ７階） 

▽参加団体数：10 団体 

男性ボランティア会議、多摩ボランティアセンター登録団体連絡会、ひなの会、パソコ

ンボランティア多摩、パソコン点訳サークルこがめ、東京多摩プロバスクラブ、東京グ

レイターズクラブ、多摩青年会議所、ＮＰＯ法人シーズネットワーク、ＮＰＯ法人ジャ

パントラベルボランティア 

▽定 員：50人程度（直接会場へ） 

▽申込み・問合せ：市民活動支援課事業担当（ヴィータ7階）：☎３７６－８３１２、 

または多摩ボランティアセンター：☎３７３－６６１１ 

市市市民民民協協協働働働 NNNEEEWWWSSS   

２００９．１．2７＜No.７８号＞

いつもご愛読いただきありがとうございます。冷たい空気に身も心も縮こまりそうですが元気に出かけてみませんか！ 

「たまりばてぃ通信」は市民協働等に関する様々な情報を発信しています。引き続きご愛読をお願いいたします。 

【掲載情報】市から業務委託受託団体募集の情報があります。今号はイベント情報等満載でお届けします！ 

「何か始めたい」のきっかけに！ 

地域活動の先輩たちから話を聞こう♪ 
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◆『絵手紙講習会』参加者募集！ 

２月１日（日）に実施する『地域ふれあいフォーラム』（関戸会場）において、 

『絵手紙講習会』を実施します。 

▽日 時：2月1日（日）午後1時30分～午後3時 

▽場 所：関戸公民館 ７階 創作室 

▽講 師：山田みちよ氏（絵手紙協会公認講師） 

▽定 員：30名（申込み先着順） 

▽参加費：500円（当日徴収） 

▽申込み・問合せ：市民活動支援課事業担当（ヴィータ 7階） 376-8312 

 

 

 

 

 

 

 

多摩市議会では、「ストックマネジメント計画」及び「公共施設の配置のあり方」をまちづくりの重要

課題として位置づけ、平成 19 年７月に特別委員会を設置し議論を重ねてきました。 

これまでの特別委員会での議論の状況を市民のみなさまにご説明するとともに、この課題に対す

る市民のみなさまのご意見をお聞きしたいと思います。 

これからの多摩市の公共施設のあり方に対して、市民のみなさまのご意見を直接 

議員に届けてみませんか。 

 

▽日時・場所 ２月 14 日㈯午後６時 30 分～８時 30 分＝パルテノン多摩第１会議室 

▽定員 100 人 ※申込み不要、直接会場へ 

▽手話通訳あり。 

▽主催 多摩市議会（ストックマネジメント（資産管理）計画と公共施設の配置のあり方特別委員会） 

▽問合せ 議会事務局 ☎（３３８）６８９０ 

 
 
 
 
多摩ＮＰＯセンター施設等管理業務受託団体募集に係るお知らせ 

前号でお知らせしましたとおり、現在、平成２１年度多摩ＮＰＯセンター施設等管理業務受託団体

を募集しています（申請の締め切りは１月３０日（金）午後５時までです）。 

この度、委託予定金額を下記のとおり見直しましたのでお知らせします。 

見直し後の委託予定金額 ２，３８２，０００円（人件費、交通費相当額。消費税額込み） 

詳しくは、多摩市公式ホームページをご覧いただくか、下記までお問い合わせください。 

 

多摩市くらしと文化部市民活動支援課事業担当 多摩市関戸 4‐72 ヴィータコミューネ７階 

℡０４２－３７６－８３１２ Fax０４２－３３９－０４９１ 担当 田島 

 

 

多摩市議会 

「多摩市の公共施設を考える市民フォーラム」 
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ボランティアってなぁに～みつけよう あなたにできるボランティア～ 

 
 

               
日 時：２月２１日(土)   １０:００～１６:００ (９:３０～受付開始)    
場 所：多摩市総合福祉センター ７階 研修室 

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年に一度の「ボランティア

交流会」です。福祉分野からまちづくりへ。社会情勢とともに広がりをみせる活動を交流

しながら考えましょう。 

 第一部：講演・ワークショップ 「これからのボランティアを考える」 

     小原 宗一氏 (JVCA 理事) 

 第二部：ボランティア団体紹介と交流 

申込み/問合せ：多摩ボランティアセンター ３７３－６６１１ FAX３７３－５６１２  

 

みなさまのご来場をお待ちしています！ 

                 
           

日 時：2 月 25 日（水）～28 日（土） 

場 所：多摩市総合福祉センター 
 

 

  地域福祉の啓発を目的とした「福祉大会」「福祉まつり」と「春の発表会」を合体し、 

総合福祉センターまつりを開催します。 

２/25  オープニングイベント～和太鼓の演奏～ 

２/25～28 《春の発表会》《福祉機器の展示・相談会》 

２/28 

☆ボランティアミニ体験 

・ひなの会《朗読発表》 9:30～10:00 

・多摩市手話サークル「クローバー」《ミニ手話体験教室》10:00～10:30 

・点字サークル「トータス」《点字体験》        10:00～13:00 

・パソコン点訳サークルこがめ《点字体験》       10:00～11:30 

   ・パソコンボランティア多摩《障がい者に優しいパソコンの使い方》 

                             10:00～13:00 

・精神保健ボランティア おいしんぼクラブ「もみじ亭」 10:00～14:00 

《精神障がい者とボランティアでおいしい調理》参加定員：20 人(事前申込可) 

☆福祉大会  

第一部：式典 

第二部：アトラクション  

    映画「筆子・その愛 天使のピアノ」 

  ※副音声・字幕付 

 

主 催：多摩市社会福祉協議会 

後 援：多摩市・多摩市教育委員会 

問合せ：事業係 ３７３－５６５５  

参加費無料 
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平成 21 年度多摩市ファミリー・サポート・センター運営業務受託団体募集 

「子育ての手助けをしてほしい人」「子育ての協力をしたい人」の会員組織をつくり、子育てに関する相互援

助活動を支援するファミリー・サポート・センター事業の運営業務受託団体を募集します。 

なお、この契約は平成 21 年度歳入歳出予算が平成 21 年 3 月 31 日までに多摩市議会において可決された

場合において、平成 21 年 4 月 1 日に確定するものです。 

1 業務内容 [詳しくは、多摩市公式ホームページで委託仕様書をご覧下さい。（２／５から）] 

① 会員募集･援助活動調整 

② 説明会及び講習会の開催・広報活動 

③ 子育てに関する支援を必要とする家庭に対し､育児等の支援 

２ 委託予定金額  １１，８３１，０００円（消費税額込み） 

３ 応募資格 次のすべての条件を満たす市内団体。 

① 多摩市非営利活動団体に登録済（多摩市協働委託事業契約・市民団体等登録制度） 

② 特定非営利活動法人 

③ 市内に事務所があり、子育て支援活動実績が 3 年以上 （※但し、11 月に子育て総合施設に移転します。） 

４ 提出書類 [多摩市公式ホームページからダウンロードできます（２／５から）] 

（１）申請及び法人に関する書類 

 ①応募申込書（様式１）【１部】 

 ②法人の概要(様式２―１,２－２)【６部 (写し可)】 

 ③法人登記簿謄本(応募申込３ヶ月以内に発行されたもの)【１部】 

 ④定款又は寄付行為（最新のもの） 

 ⑤過去３年分の決算書等(様式自由)【２部（写し可）】 

 ⑥子育て支援に関連する事業の実施及び受託実績に関する書類（様式自由･パンフレット可）【各６部 

（写し可）】 

（２)企画提案書類【各６部（写し可）】 

  ※いずれの書類についても、文字の大きさを９～１１ポイントとし、所定の様式内に収まるように記載し

て、A４フラットファイル左綴りで提出願います。 

①委託業務実施についての基本理念･基本方針（様式３） 

②委託業務の内容及び方法について(様式４) 

③地域や関係機関との連携について(様式５) 

④委託業務に従事するアドバイザーについて(様式６－１，６－２) 

⑤事故防止･安全対策について(様式７) 

⑥苦情処理について(様式８) 

５ 応募締め切り（書類配布期間・提出期限等） 

提出期限 平成２１年２月１９日（木） １７時まで にご持参ください。 

書類配布期間  ２月５日（木）～２月 1９日（木） 

配布･提出場所 多摩市子ども家庭支援センター： 東永山複合施設内 

６ 選考方法 

  書類審査及び面接審査の結果により、総合的に判断し選考します。 

審査基準 ①法人適格(法人実績､財政基盤) ②提案条件適合性（提案条件をみたしているか） 

７ 問い合わせ 

多摩市永山３－９  多摩市子ども家庭支援センター☎(３５５)３８３３ 
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●平成 21 年 2 月の「暮らしの相談コーナー」から 

2 月は 12 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下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 4 日(水) 午前「小池松弘さんのよろずパソコン」 
2 月 6 日(金) 午前「深田イツ子さんの不登校・引きこもり」 
2 月 7 日(土) 午前・2 月 21 日(土)午前「手嶋俊輔さんの住宅～戸建てから集合住宅」 
2 月 10 日(火) 午後・2 月 24 日(火)午後「梅村孝治さんの労務・経理の相談」 
2 月 12 日(木) 午後・2 月 26 日(木) 午後「岡田修一さんの住まいのよろずトラブル」 
2 月 21 日(土) 午後「内海昌三さんの就職・転職のための支援」 
2 月 24 日(火) 午前「多摩パソコンナロンの初心者のためのパソコン相談」 
2 月 28 日(土) 午前「シニアネットクラブのパソコンのフォローアップ」 
2 月 28 日(土) 午後「都田浩司さんのハイエージのインターネット」 

 
1 月から「山中康廣さんの住まいのリニューアル」は、定時の相談コーナーを予定せず、 
必要の都度、相談にのってくださることになりました。相談されたいことがありましたら TNC へ

ご連絡ください。 
 

●２月 26 日に「市民活動 語りすと」第 11 回を開催します 

平成 21 年 2 月 26 日(木)午前 10 時 30 分から、TNC オープンスペースにおいて第 11 回目

の「市民活動 語りすと」を開催します。市民協働の課題を自由に語り、考え・行動に結びつ

け成果を出すよう、円卓を囲む話合い。コーディネーターを飯髙多摩市市民活動調整担当課長

と、主催する TNC の富永代表が毎回務めます。予約も必要無く、自由に 1 回だけでも参加で

きます。今回は、1 月に引き続いて、これまでの「語りすと」の成果などもお話していただく

ように考えています。 
 

＜問い合わせ先＞ 多摩ＮＰＯセンター ３３８－１３９６ 

 

 

 

 

たまりばてぃ通信は、希望する団体・市民向けに Ｅメールで配信しています。 

Ｅメールでの配信を希望する方は連絡先及び配信先を下記連絡先までお知らせください。 

また 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）。  

※ たまりばてぃ通信は 多摩 NPO センターHP ＜ http://www.tama-npo.org ＞及び、多摩市 

市民活動情報検索サイト＜ http://www.tama-shimin-katsudo.com ＞でもご覧いただけます。  
(最新号の掲載は発行から１週間程度)                             

         連絡先  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、田中、加藤

TEL ０４２-３７６-８３１２   e-mail： npo-kyodo@city.tama.tokyo.jp


