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いつもご愛読いただきありがとうございます！冬本番、寒さも本格的になってきました。暖かい市民活動情報センター
でイベント情報収集などいかがですか。年末、年明けとあわただしい毎日が続きますが、体調を整えて乗り切りましょう！
「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します。

平成 22 年度

多摩 NPO センター施設等管理業務受託団体を募集します

平成２２年度の多摩 NPO センターの施設等の管理を受託していただける市民団体を下記のとおり募集し
ます。なお、この契約は平成 22 年度歳入歳出予算が平成２２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 22 年４月１日に確定するものです。
１

業務の内容等（詳しくは、多摩市公式ホームページで「募集要項」
「委託仕様書」をご覧ください）

（１）管理業務

①施設内の管理

（２）受付業務

①来館者対応

②所有する備品、機器等の管理
②電話対応

③ＦＡＸ、Ｅメールの送受信

④郵便、宅配物の受付、送付
（３）貸出業務

①施設の貸出（会議室、パソコンルーム

等）

②館内備品の貸出（コピー機、印刷機、紙折り機

等）

③機器の貸出（プロジェクター、スクリーン、アンプ
（４）その他

①ホームページの更新情報の入力
③資料、チラシ等の整理、陳列

等）

②メール情報の登録団体への転送
④業務報告書の作成

⑤その他、市からの依頼に基づく業務
※

開館日・開館時間、人員の配置、委託料の支払い、遵守事項等、委託内容の詳細は「委託仕様書」
を必ずお読みください。

２

応募資格
（１）多摩市協働委託事業契約・市民団体等の登録団体であること（応募時点）
（２）市内に主たる事務所があり、主に市内に活動の拠点があること

３

応募締め切り
平成２２年２月３日（水）午後５時までに、提出書類を市民活動情報センターに持参

４

選考方法
選考会議による書類審査、ヒアリングの結果を総合的に判断し選定します。
審査基準

５

①業務実施体制（人員）の確保

②市民活動支援に対する理解度

③その他

問い合わせ・提出先
多摩市くらしと文化部市民活動支援課事業担当
TEL０４２－３７６－８３１２

多摩市関戸 4-72 ヴィータコミューネ７階

FAX０４２－３３９－０４９１
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地域ふれあいフォーラム TAMA は、地域で活動する団体同士のネットワークづくりやこれから地域で活動
したい個人と団体をつなぐために毎年開催しています。
今回は「集まれ！多摩の元気！魅力発見」をテーマに、様々な企画を用意しています。８階大会議室では、
「ＮＰＯ法人地域産業おこしに燃える人の会」理事長で、元三鷹市職員の関幸子さんをお招きし、市民活
動や地域の産業振興・まちおこしのきっかけとなる講演会を開催します。ぜひご参加ください！

日

時：１月 30 日（土）午後３時 30 分～午後５時

場

所：関戸公民館８階 大会議室

定

員：60 名（申込み先着順）

参加費：無料
講

講師プロフィール

師：関 幸子さん

関

問合せ・申込み：市民活動情報センター
電

幸子（せき

さちこ）さん

NPO 法人地域産業おこしに燃える人の会 理事長
（財団法人まちみらい千代田 専門調査員）

話：０４２－３７６－８３１２

（内閣府 企業再生支援機構担当室 政策企画調査官）

※申し込みが必要になりますので、お早めにお電話ください。（１月５日受付開始、申込み先着順）

地域ふれあいフォーラムを開催します！！当日のプログラムなどの詳細は次回のたまりばてぃ
通信でお知らせする予定です！
今年も、地域で活動する団体の皆さん、地域で何かしてみたいと思っている皆さんのお手伝いが
できるようなイベントを企画中です。お楽しみに！！
市民活動情報センターでは、上記企画の講演会の他に、毎年恒
例となっている『地域活動デビューパーティ』を開催します。
参加団体はブースを開いて皆さんのご質問・ご相談にお答えし
ます。この機会に地域デビューをしてみませんか？
また、当日は地域デビュー手引書の最新号を発行する予定です。
市民活動のお共にぜひご活用ください。
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～東京ボランティア・市民活動センターからのお知らせ～

平成２２年２月５日（金）～７日（日）、東京ボランティア・市民活動センター（新宿区
神楽河岸）で開催されます。現代社会が抱える多様な問題を、多くの市民、参加
者が共有し、共に考えるためのイベントです。
わたしたち

テーマは「希望は市民が創る」。①考える、②育てる、③つながる、④発信する、
のカテゴリー毎に趣向を凝らした３０分以上の分科会が用意されています。１，００
０円の参加費で複数の分科会にご参加いただけます。参加者のみなさんの声、
考えを大切に、住み良い社会について企業や行政との協働も意識しながら、誰も
が参加できる“市民活動”を、改めて考える機会にしていきたいと考えています。
詳しくは、お問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。
＜問合せ／東京ボランティア・市民活動センター TEL03-3235-1171 http://www.tvac.or.jp/＞

市民活動情報センター年末年始

閉館のお知らせ

平成２１年１２月２９日（火）
～平成２２年１月４日（月）

★ 市民活動情報センターってこんな所 ★
★ ～情報収集を１か所で～ ★
情報センターの一番奥に資料ボックスコーナーがあります。奥まで進んで
いただかないとわかりにくいのですが、ここに生活のお役に立ちそうな情報を
７２のボックスにジャンル分けして閲覧できるようにしてあります。ボックスの扉
を開ければ、お持ち帰りできる資料も用意してあります。
例えばお住まいの地域の近くだけでなく、他の地域のコミュニティセンターや児童館のイベントも見てみ
たい、また、パルテノン多摩のスケジュールを知りたい…などとさまざまなジャンルの情報を探したい、とい
う時に ご利用していただければ、1 か所でいろいろな施設の情報を収集することができます。施設以外
にも福祉関係・NPO・子育て関連など広い範囲の資料がありますので、ぜひ一度
のぞいて見てください。
情報収集できたら、市民活動情報センター内の打ち合わせコーナーで座ってチラ
シを読むこともできます。今の季節、晴れた日には打ち合わせコーナーから白い頂
きの富士山も観賞でき、お勧めです！
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多摩市社会福祉協議会

ボランティアセンターは、みなさんの活動拠点です。ボランティア活動をしたい方とボランティ
アの協力が必要な方をつなぎます。また、ボランティア活動を支援するためにさまざまな事業を行
っています。
お気軽にご相談ください。

問合せ：

０４２－３７３－６６１１

2009 年を振り返って…
◆夏のボランティア体験

◆～ボランティア入門講座～

始めて ☺ 初めて

7 月 27 日(月)～8 月 29 日(土)

ボランティア ☺

に受入れ協力をいただき、１１４名の方が

始めてみよう！初めてのボランティア
個々がボランティア活動を始めるきっかけ作

参加されました。

り。定員を超える参加者の方々と、新たな「い

今年も市内外の７０を超える施設や団体

8 月 29 日の夏ボラ活動報告会では、体験
を振り返り、成果や気付きを共有し、今後
の活動について、みんなで考えました。

っぽ」を踏み出しました。
来年も開講します。
前期：5/28～7/23 (木) 全 5 回
後期:10/17～12/5 (土) 全 5 回

◆防災・減災への取り組み

◆総合的学習への協力

1)災害ボランティアセンター設置訓練

学校からの要請に基づき、点字/手話/

(多摩市総合防災訓練にて実施)9/26

車いす/アイマスク/高齢者疑似体験の

2)わがまち探検！防災まちあるき

指導。物品貸出しや障がいをお持ちの

日常の近所づきあいの大切さを伝えます。
5/23 関戸・一宮２コース
6/ 9 貝取・豊ヶ丘２コース
8/22 愛宕かえで館周辺２コース
11/11 福祉ネットワーク永山 1 コース
3)サロンにて「防災の話」
6/18 永山 3-1 ふれあい

方の日常生活のお話等、授業のお手伝
いをしています。
永山小・北豊ヶ丘小・大松台小・
南貝取小・多摩第一小・東寺方小・
帝京大学付属小学校・佼成女子学園
(2009.12 現在)

◆要約筆記体験講座

◆～ボランティア相談～
土曜サロン 開催中

11 月 17 日～12 月 15 日 (火) 全 3 回
「要約筆記」をご存じですか？

1)市民活動情報センター前

聞こえない人や聞こえにくい人へ、話の内容を書
いて伝える「筆記通訳」のことです。

毎月第一土曜日 1:30～3:30
2)永山公民館 3F 受付前ロビー

みなさん真剣に取り組んでいました。

毎月第二土曜日 1:30～3:30

これからの活躍が楽しみです。

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

4

～市民協働 NEWS～たまりばてぃ通信

