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

日頃よりたまりばてぃ通信をご愛読いただきありがとうございます。秋も深まり、各地で様々な活動
が行われています！多摩市も市制４０周年を迎え、記念事業などを企画しています。
みなさんも市民活動を始めるきっかけに、まずはさまざまなイベントに参加してみませんか。市民活
動情報センターでは、お気軽に参加できるイベントなどの情報提供を行っています。ぜひお立ち寄りく
ださい！

多摩ＮＰＯセンターは、人々が日々集い、市民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に運営しています。この目的を達成するための一環と
して、センター内にオフィス機能を設け、様々な団体が集まって活動する拠点づくりをすす
めています。市民団体の皆さん、是非ご応募ください！
▽オフィス機能の種類 ２種類あり（別表参照）
▽応募資格 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（宗教、政治団体を除く）
※その他資格要件あり
▽利用可能日・時間 火曜から日曜の午前９時 30 分から午後９時まで（多摩 NPO センターの休
館日（月曜、祝日、年末年始、臨時休館日）は利用できません）
▽利用期間 平成 24 年４月１日～平成 25 年３月 31 日
オフィス１
▽手 続 き ①11 月 30 日(水)午後５時までに申込書を提出
②12 月上旬にヒアリング審査
③運営会議にて最終審査
④12 月末までに最終決定
※募集要領・申込書は多摩ＮＰＯセンター・市民活動情報センターで配付
（多摩 NPO センターHP からもダウンロードできます http://www.tama-npo.org/）
▽問合せ・提出先 多摩 NPO センター運営会議(連絡先)市民活動支援課事業担当☎(376)8312
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オ
フ
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ス
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1,000 円/月

利用できる共通
サービス・施設
コピー機・印刷機
机・イス・キャビネット
ローパーテーシ ×１、専用ロッカー×１、 （有料）
ョンで区切った 専用倉庫×１、電気コン フ ァ ッ ク ス （ 有
半独立型ブース セント×１、有線ＬＡＮ 料・送信のみ）
約 3.3 ㎡（１坪） によるインターネット高 紙折り機（無料）
大・小会議室（無
速回線×１
料・予約制）
専用キャビネッ
共有テーブル（無
トを貸し出し、 キャビネット×１、有線 料・打ち合わせ等
オープンスペー ＬＡＮによるインターネ に利用可）
スの共有テーブ ット高速回線×１
コーヒーサービス
ルを利用
（有料）
オフィス形態
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多摩市議会では、「市民のみなさんにもっと
よく見え、わかりやすく、市民が参画できる議
会」、そして合議機関として市民と一緒に考えな
がら、「さらにしっかりと議論ができる議会」
を目指し、多摩市議会基本条例に基づき、市議
会の審議結果等について報告会を開催します！
報告を聴くとともに、市議会にあなたのご意見、ご要望を直接届けてみませんか？
①

日程 11 月 1２日(土)
時間 午後２時～午後４時
場所 関戸公民館 大会議室
定員 100 人
② 日程 11 月 13 日(日)
時間 午後７時～午後９時
場所 永山公民館ベルブホール 定員 100 人
※ 開場は実施時間の各 30 分前、申込み丌要、直接会場へ
お越しください。
▽対象 市内在住・在勤・在学者
※ 手話通訳・要約筆記有（利用される方は、席の確保が
ありますので、事前にご連絡をお願いします。）
▽主催 多摩市議会
＜問合せ

議会事務局

平成 24 年度

市民の皆さん
のご参加を
お待ちして
います！

℡（３３８）６８９０／ＦＡＸ（３７２）６７６１＞

広域的市民活動等事業の助成募集

＜東京市町村自治調査会

多摩交流センター＞

市町村を越えて行われる多摩地域の市民交流やまちづくりの推進に
つながる事業（文化・スポーツ・環境・福祉・生涯学習・子育て・
防災活動等の発表の場、調査活動等）について、活動経費の一部を
助成します。なお、初めて助成を申請する団体は、事前相談が必要
です。
▽事前相談 １１月 7 日(月)～１２月７日(水)（土・日曜日、祝日を除く）
▽申請期間 １２月１５日(木)～平成２４年１月４日(水)（消印有効）
▽助 成 率 助成対象事業費の内１００万円までは５０％（１００万円を超える部分は１０％）
で算出 ※２１年度以前認定団体は旧助成率を適用
▽助成期間 ５年間（決定は各年度ごと）
※対象等詳細は要問い合わせ
▽問合せ先 (財)東京市町村自治調査会多摩交流センター ☎０４２（３３５）０１００
（http://www.tama-100.or.jp/tama/）
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夢たま補助金
交付事業

▽日
▽場
▽対
▽定
▽費
▽内

キラキラ★ママのハッピースクール
「アロマ de セルフケア」

11 月 18 日(金)午前 10 時 30 分～11 時 45 分
関戸公民館 ワークショップルーム
子育て中のママ
15 人(申し込み先着順)
千円(材料費含む)
免疫力アップ(冷えや風邪対策)のアロマでのケア方法を学ぶ
（自宅ですぐに使えるアロマクラフト付き）
▽講 師 川口三枝子氏(ナードアロマテラピー協会認定校 AromaTime 代表)
▽申 込 申し込みはＥメールで(yumetama.tamajyo@gmail.com)へ
▽問合せ たまじょ(ＴＡＭＡ女性センター登録団体)
☎０９０(９８０４)３３６５キノシタ

夢たま補助金
交付事業

時
所
象
員
用
容

手作り絵本ワークショップ
｢多摩の物語、ドリームタイムの物語｣
を絵本につくろう！

絵本作家とアーティストの力を借りて、多摩の風景を題材にした絵本を参加者全員
で共同制作します。
▽日時・対象
日 程
11 月 19 日(土)
11 月 20 日(日)
11 月 26 日(土)

対 象
中学生～大人
小学校３～６年生
幼児～小学校２年生

※時間はいずれも午後１時～４時
※小学校２年生以下は要保護者同伴
▽場 所 市民活動情報センター
▽定 員 各回 15 人(申し込み先着順)
わたなべてつ た
▽講 師 渡辺鉄太氏(絵本作家、翻訳家)、Ｍａｒｉ氏(水彩画家)
▽費 用 1,000円(材料費)
▽主催・申込・問合せ 申し込みはＥメールで(midotanae@gmail.com)
緑の種アートネットワーク実行委員会
▽問合せ ０８０(２３７１)５２９６高橋(午後７時以降)
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東京ヴェルディ
スピードくじ

ポニーに
乗ろう!!

包丁研ぎ・
まな板削り

キティちゃんと
握手

日 時：１0 月 30 日 (日) １０：００～１5：００
会 場：東永山複合施設(永山 3-9)

ボラセンのテントでは、今年もあんなこと？こんなこと？体験できるよ！
視覚障がい体験メガネをかけて輪投げゲーム挑戦！
石巻復興支援活動の紹介、甘酒販売など
楽しい企画がいっぱい!!
音楽ステージ
太鼓・手話コーラス・よさこい踊り・
ヒップホップダンス他

模擬店
新鮮野菜の即売
けんちん汁

みなさまのご来場をお待ちしています！

日時：１１月２９日 (火) １３：００～１６：００
会場：多摩市総合福祉センター３階 多目的フロア
市内の福祉施設や地域団体のみなさん！施設のイベントや町会のお祭りなどを一緒に盛り上げて
くれるボランティアさんの年に一度の発表会です。
ぜひ、ご覧いただき、イベント企画にプラスしてみませんか。

出演：江戸かっぽれ・フラダンス・三味線・腹話術・落語
歌謡ショー・大正琴・ピアノ・大衆演劇(舞踊)・クイズ
※１０組のみなさんが参加予定です。

ボランティアセンターへの問合せ：多摩ボランティアセンター０４２－３７３－６６１１
永山分室０４２－３７３－６６４２

たまりばてぃ通信は、希望する団体・市民の方向けに Ｅメールで配信しています。
Ｅメールでの配信をご希望の方は、連絡先及び、配信先を下記の連絡先までお知らせください。
また、市民活動に関する情報等がございましたら、お気軽にお寄せください。(原稿締切は毎月１５日)
＊ たまりばてぃ通信は
多摩市 市民活動情報検索サイト＜http://www.tama-shimin-katsudo.com＞
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 ☆ 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：岡野、石井
℡：042-376-8312＜Ｅ-mail：npo-kyodo@city.tama.tokyo.jp＞
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