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本年もたまりばてぃ通信、そして市民活動情報センターをよろしくお願いします。
そろそろ地域で何か活動してみようかな、今年こそ何か始めてみようかな、今の活動の幅を広げ
たいな…そんな方は今月開催される地域ふれあいフォーラムへお越しください。市内で活動され
ている団体の皆さんをご参考にしてみてはいかがでしょうか。当日は来られないけれど…と言う
方、市民活動情報センターでは情報提供や相談受付などを行っています。ぜひご利用ください。

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
をつなぐため毎年開催しています。
今年のテーマは『あなたがいてステキなまち』。
当日の予定は、地域ふれあいフォーラム TAMA パンフレット及び多摩市公式ホームペー
ジ（http://www.city.tama.lg.jp/bunka/45/873/014755.html）にてご確認ください。
市民活動情報センターでは、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活動紹介
を行い、皆さんのご質問・ご相談にもお答えします。地域デビュー
に興味があるけど、何か参加してみたいな、とお考えの方はこの機
会に地域デビューしてみませんか！また、現在活動されている方は
新しい繋がりをつくりに、ぜひご参加ください！！
ふれあいメニュー
●ドキュメンタリー映画『かすかな光へ』上映＋森康之監督トークセッション●“つながる”
を“見える化”する『まちづくりポイント＆地域ＳＮＳ』学習講演会＆体験ワークショップ
●長谷川豊子氏講演会ワールドカフェ：テーマ〈市民プロデュース〉●多摩に伝わる「めか
い」づくりにチャレンジ●若い世代のためのお茶の手習い●スペインラテン音楽の広場●ま
ち歩きツアー●カラーコミュニケーション●たまの体操●地域活動デビューパーティー●
誰にでも老いは来る！丌安や心配を安心に変えていくには？●ハッピーフォトモザイクア
ート＆原画コンテスト優秀作品展●子ども昔遊び〈竹とんぼ〉●省エネサポートデスク〈パ
ネル展示・家庭における省エネ相談〉●石巻市復興支援ボランティア活動パネル展●
EARTH VISION 多摩環境映画パネル展示●生ごみリサイクルサポーター●絵手紙でつな
ぐ（紙すき、絵手紙、箸袋、エコバッグ作り）●世代交流で楽しむわらべ歌●ふれあい学び
講座「書きましょう。エンディングノート」●交流くつろぎ・展示の場●男性のための料理
教室（スペイン料理）●東日本大震災復興支援フェア●スタンプラリー
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平成 2４年度 多摩ＮＰＯセンター運営会議委員募集！
▽任期
▽対象

４月１日～平成２５年３月３１日
市内または近隣で活動する NPO、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
※応募は各団体から原則１人
※報酬・謝礼はありません
※第１回会議（準備会）予定３月２４日(土)午後２時から
多摩ＮＰＯセンター（西永山複合施設内）で行います
※詳細はお問い合わせ下さい
▽応募・問合せ先 ３月９日(金)午後５時までに多摩ＮＰＯセンター運営会議（市民活動
支援課事業担当） ｳﾞｨｰﾀ･ｺﾐｭｰﾈ 7F 市民活動情報センター担当(岡野)
まで☎（３７６）８３１２

市民協働指定委託事業

『平成 24 年度子育てつどいの広場企画運営業務委託』受託団体募集
永山公民館子育てつどいの広場事業の企画運営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２４年度歳入歳出予算が平成２４年３月３１日までに多摩市議会において可
決された場合に確定するものです。
①委託内容 コーディネーターが常駐し、未就学児の子と保護者の親子が、地域で安心して自由
に過ごせる広場を実施する。子育てをしている親たちが、地域の中で安心できる子
育て環境を作るきっかけを提供する。また、公民館と団体がもつそれぞれのネット
ワークを活用し、市民(個人・団体)と連携を図りながら、子育て期の親子にさまざま
な世代、さまざまな人と関わる機会を提供していく。(その他詳細は仕様書による)
②委託回数 年間２０回以上（１回８時間）程度。
通年事業。※年度最初の事業委託予定日：４月１２日
③委託期間 契約締結日の翌日～平成 25 年 3 月 31 日（予定）。原則毎月第２・４木曜日
④業務場所 永山公民館第 1・２保育室
⑤応募資格 子育て広場などの活動の実績を有し、市内で活動する市民団体で、市ＮＰＯ登録団
体（多摩市協働委託事業契約・市民団体等登録制度）
、またはこの登録要件を満たし
当該契約前に登録予定の団体
※法人格の有無は問いません
⑥委託金額 ４８万円（上限）
※施設使用料は免除
⑦事業説明会 １月３０日（月）午後２時からベルブ永山３階講座室で開催
⑧応募方法 永山公民館窓口にて配布（配布期間：１月３０日（月）～２月６日（月）
午前 9 時から午後 5 時まで）する団体募集要領を受け取り、企画提案書
を作成のうえ、２月２７日(月)午後 5 時までに永山公民館窓口に直接持参
※ただし２月２日、16 日の両日は休館日のため除く
⑨選定方法 企画提案書と公開プレゼンテーションを審査し、受託団体を決定します
※公開プレゼンテーションは、３月５日（月）午後の開催を予定しています
⑩そ の 他 事業内容等についてのお問い合わせは事業説明会当日に一括してお受けします
事業説明会に出席される団体は、事前に下記連絡先までご連絡ください
出席できない団体は、説明会以降に資料等郵送しますのでご連絡ください
多摩市公式ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ(http://www.city.tama.lg.jp/bunka/45/873/7985/014835.html)、
たま広報(1 月20 日号)、にも詳細を掲載しています。あわせてご覧ください
▽問 合 せ 永山公民館事業担当（早借、藤平）TEL３３７－６６６１／FAX３３７－６００３
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夢たま補助金
交付事業

にしがわミーティング 2012
｢あなたは、やわらかいつながりをもっていますか？｣

地域や血縁を超えた、興味や関心を共有する｢やわらかいつながり｣。
多摩エリアで活動する人や企業や全国のコミュニティ大学の取り組み
事例を聴きながら、｢やわらかいつながり｣についていっしょに考えて
みませんか。
▽日
時 ２月 18 日(土)後１時～４時３０分
▽場
所 多摩大学多摩キャンパス 101 教室
▽定
員 190 人(先着順) ※当日直接会場へ
▽内
容 第１部＝にわ大と姉妹校の活動説明、多摩大学知的プロフェッショナルゼミ発表
第２部＝にしがわミーティング「たべる」「しごと」
「つくる」「ふしぎ」「しぜん」
「いのち」
「こども」の７つのテーマで、東京にしがわエリアのコミュニ
ティを活性化したいと思っている人たちの話の場
▽参加企業 グリーン・ワイズ、オリオン書房、福永紙工、あきゅらいず美養品（予定）
▽参加大学 シブヤ大学、札幌オオドオリ大学、サクラ島大学、琉球ニライ大学、
東京にしがわ大学（予定）
▽協
力 多摩大学
▽主催・問合せ 東京にしがわ大学０９０(８１０５)８４３４、
ホームページ(http://www.tokyo-nishigawa.net/)

☆★☆★☆★☆★☆ 市民活動情報センター協力事業 ☆★☆★☆★☆★☆
ボランティア日本語講師養成講座・初級コース(全８回)
日本語の基礎知識を身につけ、文法などを外国人に教える方法を体験します。
※本講座修了者は、中級講座(５月 27 日～７月 15 日の毎週日曜日。時間・場所・費用は初級と
同じ)受講可。中級講座修了者はボランティア日本語講師の修了証の交付が受けられます。
▽日 時 ４月１日～５月 20 日毎週日曜日午前 10 時～正午
▽場 所 市民活動情報センター
▽対 象 全回出席可能な方
▽定 員 30人(申し込み先着順)
▽費 用 ５千500円(資料代等) ※欠席の場合返金丌可
▽持ち物 筆記用具
▽講 師 長沼ゆり氏(南多摩日本語の会代表)
▽協力・申込 市民活動情報センター☎(３７６)８３１２
▽問合せ 南多摩日本語の会☎０４２(５９１)６１４０長沼

みんなで多摩の空の簡単豆本画集をつくろう
♪プロに学ぶ空と雲の描き方講座♪
色を消したり重ねたりできるパステル＝新画材「パンパステル」を使い、はがきに描いた空の
絵でＡ７サイズの豆本画集を作ります。
▽日時 ２月 19 日(日)午後１時～４時
▽場所 市民活動情報センター
▽対象 大人 ※小学校高学年以上も参加可
▽定員 12人(申し込み先着順)
▽費用 千円(材料費等)
▽講師 Ｍａｒｉ氏(水彩画家、家庭料理研究家)
▽申込 ２月13日(水)までに市民活動情報センター☎(３７６)８３１２か、
Ｅメールでmidotane@gmail.comへ
▽問合せ 緑の種アートネットワークＥメールmidotane@gmail.com
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◆ 日時；平成 24 年２月２５日（土） 午前 10 時～午後４時（予定）
◆ 場所；多摩市総合福祉センター・アクアブルー多摩
幅広い世代の方々に体験や発表を通じてボランティア活動を知って頂けるよう、
「見て」「触れて」
｢創って｣「もらって」得する楽しい企画です！
今回のまつりでは東日本大震災の復興支援の一環として、現地の特産品販売やチャリティーオーク
ションを開催します。売上は被災地へ寄付させていただきます！！
*体験：車いす・点字・手話・要約筆記など
*創作：絵手紙・ひな人形・竹とんぼなど
*協賛品によるチャリティーオークション
*東日本大震災復興支援フェア
*災害時に役立つ、紙スリッパ・紙食器作りと体験
*学習会「災害支援を考える～支援する側、される側～」
事前申込み制/参加費無料
*各種模擬店：カフェ・お汁粉・フランクフルト・手作りパンなど

NEW!

ボランティア通信の設置場所！
新たに聖蹟桜ヶ丘駅前の啓文堂書店さん
レジカウンター横に置かせていただきました。
お立ち寄りの際は是非お手にお取りください。

講演会

東日本大震災から学ぶもの ～震災発生から一年が経過して～
◆ 日時；平成 24 年２月８日（水）午後１時３０分～４時
◆ 場所；多摩市関戸公民館「ヴィータホール」※入場無料 / 定員 200 名

第１部「東日本大震災に対する多摩市社会福祉協議会の取り組み」午後 1 時 30 分～2 時 15 分
第２部「東日本大震災から学ぶもの」～震災発生から一年が経過して～午後 2 時 30 分～4 時
講師：石巻災害復興支援協議会会長 伊藤秀樹氏
石巻市社会福祉協議会災害復興支援対策課長 佐藤正幸氏

問合せ☞多摩ボランティアセンター ☎０４２－３７３－６６１１

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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