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今年も、市民団体等が協力し合い「地域ふれあいフォーラム」を開催します！！

今回は「集まれ！多摩の元気！魅力発見！」をテーマに、地域で活動する団体

の皆さん、地域で何かを始めてみたいと思っている皆さんのお手伝いができる

ような様々な企画をご用意しました。皆さまのご来場をお待ちしています。 

※次のページにプログラムを掲載しました。ご参考ください。 

 

 

★『地域資源を活かしたまちづくり～主役は市民！』講演会の開催 

 「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。 

 ▽場 所 関戸公民館８階 大会議室 

 ▽時 間 １５：３０～１７：００ 

 ▽参加費・お申込み 無料・市民活動情報センター（☎０４２－３７６－８３１２） 

★『地域デビューパーティー』の開催 

 「一緒に活動する新しい仲間募集中！」の市民団体と「何か地域で始めてみたいけど…」と考えてい

る方をつなぐお見合いイベントを開催します。当日は、市内で活動をしている市民団体１０団体の活

動内容のプレゼンテーション・ブース展示・来場者活動体験を行います。様々な分野の団体が参加す

る予定ですので、ぜひこの機会に話を聞いてみませんか？？ 

 ▽場所 ヴィータ７階 市民ロビー 

 ▽時間 １０：００～１８：００ 

※プレゼンテーション午前の部（１０団体） １０：３０～１２：３０ 

          午後の部（５団体）  １５：４５～１６：４５ 

※参加者交流パーティ（参加自由）     １６：４５～ 

  

 

 

 

 

市市市民民民協協協働働働 NNNEEEWWWSSS   

２０１０．０１．２５＜No９０号＞

いつもご愛読いただきありがとうございます！新しい年がスタートしました。 

今年も市民活動の発展のため・地域デビューのお手伝いのため、市民活動情報センターでは様々な情報を 

提供していく予定です！「たまりばてぃ通信」も、引き続きご愛読をお願いします。 

ピックアップ！！ 

 

参加予定団体 ◇エコ・フレンドリー◇ＮＰＯ法人シーズネットワーク◇スペース・ひなた◇たままちフシ

ギ探偵団◇筋力向上体操サポーターズクラブ◇パソコン点訳サークルこがめ◇珠いきいきライフの会◇た

ま・アニマルレスキュー・ネット◇多摩ＮＰＯセンター◇tama Rock 実行委員会（野楽）◇多摩市手話サ

ークル「クローバー」◇絵手紙くるくる◇男性ボランティア会議 ※プレゼンのみブース出展のみの団体あり 
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お誘い合わせの上、ぜひお越しください！！ 
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～市民活動情報センターからのお知らせ～ 

 

 “ 春探し、生きがい探し、 
       地域にフミダス 

第一歩！“ 
                     ～野外観察と仲間づくり～ 

 都立桜ケ丘公園を散策します。多様な分野で活動する森林インストラクターのガイドで

公園内を野外観察をしたり、森林インストラクターとなったきっかけなどを聞きながら自分

に合った活動の場を探してみませんか。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時： 3 月 4 日（木） 12：40～１６：００ 

場 所： 集合場所 旧多摩聖蹟記念館入口 

対 象： おおむね 60 歳以上 

定 員： 20 名 

講 師： 森林インストラクター 加藤 岑夫
み ね お

さん・斉藤 幸雄
ゆ き お

さん 

内 容： 都立桜ケ丘公園での野外観察 

      （雨天時は旧多摩聖蹟記念館で自然物を使ったクラフトづくり） 

参加費： テキスト代 200 円 

      クラフト材料費 500 円（雨天時のみ） 
※当日集金します。 

持ち物： あれば双眼鏡とルーペ 

服 装： 歩きやすい服装 

募集〆切： 2 月 28 日（日） 

問合せ・申込み先：下記までお電話か直接ご来館の上お申込みください。 

市民活動情報センター 

多摩市関戸４－７２ ヴィータ・コミューネ７Ｆ 

電話 ０４２－３７６－８３１２（直通） 
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～多摩ＮＰＯセンター運営会議からのお知らせ～ 

 

 

多摩ＮＰＯセンターは、市民が日々集い、市民連帯のネットワークをつなぎ、地域や社会を変えてい

く形と力を生み出すことを目的としています。その目的の実現する取り組みの一環として、去年１２月

から団体のオフィスとしてセンターの一部を利用できるよう「オフィス機能」を設けました。 

センター内にオフィスをおき、事業展開・活動交流をしたい団体の皆さん、是非ご利用ください！ 

▽場 所 多摩ＮＰＯセンター（西永山複合施設２階） 

▽対 象 市内または近隣で活動するＮＰＯ（法人格の有無は問いません）、大学関係団体、ボラン

ティア団体、自治会・管理組合、サークル等 

▽内 容  

 オフィス１ オフィス２ 

オフィス機能種類 ローパーテーションで区切った半

独立型のブース（３．３㎡） 

専用キャビネットを貸出、オープ

ンスペースの共有テーブルを利用

募 集 数 １団体 ３団体 

利 用 料 月額 5,000 円 月額 1,000 円 

利 用 期 間 平成２２年４月１日(木)～平成２３年３月（予定） 

利用可能日・時間 火～日曜日の午前９時３０分～午後９時 

（祝日、年末年始を除く） 

申込書配布・提出場所 

多摩ＮＰＯセンター、多摩市市民活動情報センター（多摩ＮＰＯセンターのホームページ

（http://www.tama-npo.org/）からもダウンロードできます） 

締切り：２月１０日（水）ＰＭ５時まで   ※その他、詳細はお問い合わせください。 

▽問合せ先 多摩ＮＰＯセンター運営会議 

      連絡先：多摩市市民活動情報センター（TEL042-376-8312 ／ FAX042-339-0491） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オフィス２ オフィス１

平成２２年度 多摩ＮＰＯセンター施設等管理業務受託団体募集中！ 
締切り ２月３日（水）午後５時まで！  

詳しくは市民活動情報センターにお問い合わせいただくか、多摩市の公式ホームページ

（http://www.city.tama.lg.jp/bunka/47/7647/010208.html）をご覧ください。 
○問合せ・提出先○ 

市民活動情報センター TEL042-376-8312 ／ FAX042-339-0491 

引き続き募集中です！ 
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★ 市民活動情報センターってこんな所 ★ 

★ ～「地域デビュー手引書」をご存知ですか？～ ★ 
 

市民の皆様が地域活動デビューを始めるために役立つよう、市内で活動しているサークル・団体の紹介や

活動場所などをご紹介している冊子です。 

【市民活動団体紹介編】 多摩市内および周辺の市民団体が、福祉・医療系、スポーツ系、文化系等ジャン

ルごとに分類され、団体名・代表者名・所在地・連絡先・活動内容を紹介しています。また、市民活動をして

いる方の具体的な体験談の掲載もしていますので、ご参考にしてみてはいかがでしょうか！同様の内容や団

体のイベントなどは、多摩市市民活動情報検索サイト（http://www.tama-shimin-Katudo.com）でもご覧

になれます。 

【入門編】 昨年までは２冊に分けて発行していた「地域デビュー手引書」ですが、「入門編【施設紹介】」につ

いては、今年からは、「生涯学習ガイドブック」と合冊で４月に発行することになりました。 

地域活動を始めるにあたって、まずどのような組織や団体があるのかを情報収集する場所のご案内、公民館

やコミュニティセンターなど市内にある活動場所の利用案内を紹介する予定です。 

 

さて、「地域デビュー手引書～市民活動団体紹介編」の最新号が、“地域ふれあい 

フォーラムＴＡＭＡ” の開催日 １月３０日（土）に発行されます。ぜひヴィータ７階の 

市民活動情報センターにいらして、ご覧になってみませんか？ 

そして手引書が、皆様の地域デビューのためにご活用いただければうれしいです。 

 

～講習会のお知らせ～ 

 

  

高齢者が安心して外出するための、お出かけプラン（送迎・介助）や階段昇降介助等、生活支援の担い

手となるためのサポーター養成講習会を開催します。あなたも地域の介護サポーターとして活動してみ

ませんか。 

▽日時 ①１月２３日②３０日③２月１３日④２０日⑤２７日 各土曜日午後１時〜５時 

※この日程以外にも実技講習を実施予定 

▽場所 ①②グリナード永山ホール③④永山公民館視聴覚室⑤消費生活センター講座室 

▽対象 市内在住者 

▽内容 ①地域でサポートする時の人との関わり方 

②介護のいろは、支援を行う時に必要なコミュニケーションとは 

③地域の資源とニーズを探してみよう 

④移動のすべて、階段昇降介助 

⑤生活を支援する時の心構えと基本となる考え方 

▽主催 高齢支援課介護保険担当 

 

＜申込・問合せ／ＮＰＯ法人ゆづり葉 TEL389-2677 ／ FAX389-2718＞ 
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多摩市社会協議会 
   知って 

トクする  

 

２月２３日(火) 14:00～16:00 

講師：住民流福祉総合研究所 所長 木原孝久 氏 
地域で豊かに暮らすための助け合い活動とは？住民流福祉のまちづくりを推進･

普及されている木原氏をお迎えし、支え合いマップの作成から見えてきた助け合い

の具体例をお話いただきます。 

場 所：永山公民館(ベルブ永山)５階 ベルブホール 

定 員：１００名  

主 催：多摩市社会福祉協議会多摩ボランティアセンター 

問合せ/申込み 多摩ボランティアセンター永山分室(月～金 9 時～17 時) 
 ０４２-３７３-６６４２   FAX ０４２-３０６-１１３２ 

 

★イベントに参加する 申込/問合せ 多摩ボランティアセンター 373-6611 

 

★講座に参加する 申込/問合せ 多摩ボランティアセンター 373-6611 

 自分も「子どもにとってどうか」という視点を常に意識して二学期をむかえたいと思います。 

 

＜問合せ：多摩ボランティアセンター 詳細は http://www.tamashyakyo.jp/volu/＞ 

 

 
 

 

ボランティアまつり 
-みんな集まれ  

   楽しいひととき- 

 

詳細は、2月 4 日発行の

ボランティア通信2月号

でお知らせします。 

2/27(土) 

①13:30～ ②15:30～ 

総合福祉センター３階 

多目的フロア 

チャリティ映画会 「ゆずり葉」  

ろう者と健聴者のヒューマン・コラボ

レーション 

◆各回 100 名/事前申込 
大人 1200 円 高校生以下 800 円 

2/28(日) 9:30～16:00 

総合福祉センター３階 

多目的フロア 

災害ボランティア  

-私たちにできること- 

芸人なかまとエンジョイタイム   

懇談会    

◆参加費 300 円（茶菓子代等） 

イベント・講座名 日時･場所 内 容 ◆定員･参加費 

パソコンボランティア

入門講座 

2/4、18、3/4、18(木)  

13:30～15:30 

総合福祉センター 502 会議室 

パソコン経験を活かし、障がいのある

方のパソコン利用をサポートします。

◆5名先着順/500 円 

ボランティア相談員 

育成講座 

2/8(月)10:00～16:30 

総合福祉センター７階 研修室 

ボランティア活動の経験を活かして、

相談員として活動してみませんか。 

◆20 名先着順 

ボランティア入門講座 
-企業人から 

ボランティアへ- 

2/20 (土)10:00～12:00 

総合福祉センター７階 研修室 

仕事や趣味の経験や技術をボランティ

ア活動に活かしませんか？ 

男性向けの講座です。 

◆20 名先着順/300 円 

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 


