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市民活動きっかけづくり事業 

「絵手紙講習会～あなたの想いを形に～」 

多摩市 市民活動情報センター発行 

 
 

 
 

 
連絡先 TEL 042-376-8312  FAX 042-339-0491  e-mail : npo-kyodo@city.tama.tokyo.jp 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

絵手紙で地域デビューしてみませんか。昨年起こった大地震。被災地では多くの方が復興

に向けて前を向いて歩いています。「私たちにもできることって何だろう」そんな気持ちを

お持ちでしたら一歩踏み出してみませんか。一人ではなかなか前に踏み出せないことでも、

みんなで集まれば大きな一歩になります。今回は、一枚は被災地に向けて、そしてもう一枚

はあなたの大切な人に向けて作成します。 

▽日 時 ３月４日(日)午後１時 30 分～午後４時 

▽集 合 市民活動情報センター(聖蹟桜ヶ丘駅前ヴィータ７階) 

▽対 象 どなたでも 

▽費 用 200 円 

▽定 員 30 人(申し込み先着順) 

▽内 容 絵手紙の作成、消しゴムハンコづくり 

▽講 師 咲楽駄絵手紙の会 

▽申込・問合せ 市民活動情報センター☎(３７６)８３１２ 
 

 

市市市民民民協協協働働働 NNNEEEWWWSSS   

２０１２．２．２４＜No１１５＞ 

いつもご愛読いただきありがとうございます！寒さの中にもどことなく春の訪れを感じるころ

となりました日差しにもようやく春の訪れを感じ、活動を始めるにはいい季節となりました。

市民活動情報センターでは、たくさんの情報をご用意して皆さまの来館をお待ちしておりま

す。是非お出かけください。 

あなたの団体・サークルをＰＲしませんか？ 

地域デビュー手引書 2012 年度版（市民活動団体紹介編）掲載団体の募集 

これから地域で活動をはじめたい市民の方にお配りしている「地域デビュー手引書」で 

あなたの団体をＰＲしませんか。 

▽対  象 市内を拠点に活動している市民団体・サークル 

▽申込期限 4 月 6 日(金) 

▽申込書配布場所・申込場所 

市役所４階文化スポーツ課、市民活動情報センター(ヴィータ７階)、永山公民館、 

関戸公民館、多摩ボランティアセンター、多摩ボランティアセンター永山分室、 

多摩ＮＰＯセンター 

※2011年版掲載団体は別途内容確認をしますので申し込みは丌要です 

※６月中旬に発行予定 

▼問合せ 市民活動情報センター (３７６)８３１２ 
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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。 
 

 

◇公園駐車場及びよこやまの道トイレの開閉業務◇ 
 

①委託期間  平成24年４月1日～平成25年3月31日  

②委託内容 ・公園駐車場(１8ヶ所)の出入り口を、朝は8時00分までに開け、夕方は各 

       公園の閉鎖時間（17～21時）から１時間以内に閉める業務。放置車両が 

       ある時は、連絡等の対応業務があります 

・よこやまの道に設置されているトイレ3ヶ所の開閉業務 

③応募資格 市内のＮＰＯ団体で、市ＮＰＯ登録又は登録要件を満たす団体（法人格の 

有無は問いません。）  

④応募方法 2月27日(月)より市役所東庁舎１階・みどりと環境課で仕様書を配布します。 

3月9日(金)午後5時までに見積書を提出してください。  

⑤選定方法 見積競争方式 

 ⑥問 合 せ  みどりと環境課 ３３８－６８２７ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

◇リユース食器貸出管理業務委託◇ 
お祭りなどのイベントで、繰り返し使うことができるリユース食器の無料貸出を行ってい

ます。貸出管理業務（貸出準備事務、洗浄・保管、ＰＲ等）を市民協働事業として、多摩市

ＮＰＯ登録団体に業務を委託します。平成２４年度４月から業務の委託を希望する多摩市Ｎ

ＰＯ登録団体または登録予定の団体を募集します。 
 

①委託内容 「リユース食器貸出管理」業務委託 

※年間を通して、貸出日・返却日に応じて(基本的に水曜日)午前９時から午

後５時までの間で、リユース食器の貸出準備事務及び返却された食器の検

品・洗浄・殺菌作業をする。また、リユース食器のＰＲも行う。 

②応募資格 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 

 ③応募方法 多摩市立資源化センターにて配布(配布期間：２月２０日(月)～３月１２日

(月)の午前９時から午後５時まで)する提案依頼書、委託業務仕様書を受け

取り、提案書、見積書を作成のうえ、３月１６日(金)午後５時までに多摩市

立資源化センター管理棟２階窓口に直接持参。 

④選定方法  企画提案方式 

⑤問い合わせ・提出先 ごみ対策課 減量推進担当（峯村） 

            多摩市立資源化センター（エコプラザ多摩）管理棟２階 

〒206-0024 多摩市諏訪６－３－２  

Tel042(338)6836 fax042(356)3919 

業 務 委 託 ・ 受 託 団 体 募 集 ！！ 

エコミちゃん 
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◇関戸公民館主催講座開催時の保育業務◇ 
 

平成２４年度の関戸公民館の主催事業開催時の保育業務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。 ※年度最初の保育委託予定日：４月中旬予定 
 

 ①委託回数 約１２回（１回平均３時間）程度 

②委託内容 満１歳以上未就学児の保育。保育定員は１０人、保育従事者数は保育児４人

以下では２人、５～８人では３人、９～１０人では４人配置とし、配置数

のうち原則として１人以上が保育有資格者・その他は保育経験者とする。

勤務時間は平日および土・日・夜間あり。（その他詳細は仕様書による） 

③応募資格 保育活動の実績を有し、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 

④応募方法 関戸公民館窓口にて配布（配布期間：３月６日(火)～３月９日(金)の午前９

時から午後５時まで）する委託業務仕様書並びに見積書様式を受け取り、

見積書を作成のうえ、３月１６日(金)午後５時までに関戸公民館窓口に直接

持参。 

⑤選定方法 見積競争方式 

⑥問 合 せ 関戸公民館 TEL042-374-9711／FAX042-339-0491 

 

 

 

 

 

 
 

◇TAMA 女性センター講座開催時の保育業務◇ 
 

平成２４年度のＴＡＭＡ女性センターの講座開催時の保育業務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。 ※年度最初の保育委託予定日：４月中旬の予定 
 

 ①委託回数 約２０講座（１講座平均３時間）程度 

②委託内容 満１歳以上未就学児の保育。保育定員は１０人、保育従事者数は保育児４人

以下では２人、５～８人では３人、９～１０人では４人配置とし、配置数の

うち原則として１人以上が保育有資格者・その他は保育経験者とする。勤務

時間は平日および土・日・夜間あり。（その他詳細は仕様書による） 

③応募資格 保育活動の実績を有し、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 

④応募方法 ＴＡＭＡ女性センター窓口にて配布（配布期間：３月６日（火）～３月９日

（金）の午前９時から午後５時まで）する委託業務仕様書並びに見積書様式

を受け取り、見積書を作成のうえ、３月１６日（金）午後５時までにＴＡＭ

Ａ女性センター窓口に直接持参。 

⑤選定方法 見積競争方式 

⑥問 合 せ ＴＡＭＡ女性センター  

      TEL042-355-2110／FAX042-339-0491 
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「永山公民館主催講座開催時の保育業務」」受受託託団団体体募募集集 
 

平成２４年度の永山公民館の主催事業開催時の保育業務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。 ※年度最初の保育委託予定日：6 月初旬予定 
 

 ①委託回数 約３０回（１回平均３時間）程度 

②委託内容 満１歳以上未就学児の保育。保育定員は２０人、保育従事者数は保育児４人

以下では２人、５～８人では３人、９～１２人では４人、１３～１６人では

５人、１７～２０人では６人配置とし、配置数のうち、原則として１人以上

が保育有資格者、その他は保育経験者とする。勤務時間は平日および土・日・

祝日、夜間あり。（その他詳細は仕様書による） 

③応募資格 保育活動の実績を有し、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 

④応募方法 永山公民館窓口にて配布（配布期間：３月６日(火)～３月９日(金)の午前９

時から午後５時まで）する委託業務仕様書並びに見積書様式を受け取り、

見積書を作成のうえ、３月１６日(金)午後５時までに永山公民館窓口に直接

持参。＊ただし、１５日(木)休館日を除く。 

⑤選定方法 見積競争方式 

⑥問 合 せ 永山公民館 TEL３３７－６６６１／FAX３３７－６００３ 

 

 

 

 

 
 

ごみ減量方法のひとつ、生ごみ処理剤『アスカマン』を使った、とても簡単な生ごみ堆肥化

リサイクルをやっていただける方を募集しています。畑や庭、ベランダやプランターなどで、

試してみることができます。元気な野菜や草花を育てることが出来ます。『アスカマン』配

付時に、使い方も丁寧にお教えします。 

モニターになっていただいた方には、後日アンケートにご協力願います。 

配付内容：生ごみ処理剤『アスカマン』：１世帯に 1 袋（800ｇ入） 

配布日時：3 月 1 日(木)～3 月 30 日(金) 

土・日・祝日を除く午前 8 時 30 分～午後 5 時 

配付対象：多摩市民、先着 50 名（なくなり次第終了） 

配布場所：エコプラザ多摩ごみ対策課（電話：042-338-6836） 
 

使い方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆庭に穴を掘って堆肥を作る方法 
① 庭に穴を掘る 

② 穴の底に生ごみを入れアスカマンをぱらぱらまい

て、スコップで混ぜる 

③ 上から生ごみが見えないように土をかけ足で踏む 

④ 穴がいっぱいになるまで、「生ごみ→アスカマン→

土」の順に重ね、常に一番上に土をかぶせ、足で

踏み固定する 

※土が乾いたら水をやる。 

※土の中の微生物が生ごみを分解して堆肥にさせます。 

☆ベランダでプランターを使って

堆肥を作る方法 
① プランターの底に新聞紙を敷く 

② 後は庭の手順と同じ方法です。 

※土を固めるとき脚ではできない時は

手で押しつけます。 
 

生ごみリサイクルモニター追加募集！！生ごみ処理剤『アスカマン』無料配布 

～あなたも生ごみ減量作戦に挑戦してみませんか？？ 

家庭ごみの４割が生ごみです。 
「生ごみ」を減らそう！活かそう！ 
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”まちづくりポイント”の利活用による 

「共鳴・共感・協働の地域公共圏」づくりシンポジウム 
 

▽日 時 平成２４年３月２５日(日) 

▽場 所 恵泉女学園大学 

詳細は、後日、ホームページ（https://www.facebook.com/tama.point.ppp） 

にてお知らせします。 

 

▽主催及び問合せ たま地域貢献ポイント検討推進会議 

           050-3630-1275（片桐） 

 
 

 

 

      歴史古街道団講演会 

【1】平山季重伝説と小山田一族の謎～鎌倉武士団と鎌倉街道① 

【2】“鎌倉街道早ノ道”とは 
 

【１】多摩丘陵周辺で活躍した鎌倉武士及び武士団 平山季重と小山田重成やその兄弟に 

      ついて「鎌倉街道伝説」の著者がお話しします。 

▽日時 ２月 29 日(水)午前 10 時～正午 

▽場所 関戸公民館８階大会議室 

【２】関東の鎌倉武士団の早馬・急使が駆けた当時の高速道路！でしょうか？鎌倉街道早ノ 

   道の役割や推定ルートについて「鎌倉街道伝説」の著者がお話しします。 

▽日時 ３月 12 日(月)午前 10 時～正午 

▽場所 関戸公民館８階大会議室 

【１】【２】共通 ▽定員 90人(当日会場で先着順受付) 

▽費用 700円※歴史古街道団団員は500円 

▽講師 宮田太郎氏(歴史古街道団団長、古街道研究家) 

▼主催・問合せ 歴史古街道団０９０(７００２)３４３１宮田 
 

 

 

 

 

大人も子どもも楽しめる tama ROCK Vol.6 
 

地球のために何か出来ること 1 つ、を考えられる場所。みんなが 1 つになれる場所。大

空の下、たくさんの発見があるフェスティバル、それが tamaROCK！生の音楽あり、レク

リエーションあり、おいしい食べ物あり！ 

みんなで MY 食器を持ち寄ってピクニック気分で想いっきり地球と触れ合えるイベントで

す！スタッフが作るティピー（インディアンテント）がトレードマーク！ 

※ボランティアスタッフ&フリーマーケットの出店者募集中！ 

詳細はホームページ(http://www.tama-rock.com/)をご覧ください 

▽日時 ３月 24 日(土)午前 10 時～午後７時  ※雨天時は３月 25 日(日)に順延 

▽場所 多摩中央公園 

▽内容 ライブ、ワークショップ(自由遊び・体験コーナー)、レクステージ、フード&物販 

▽持ちもの マイ食器 

▼主催・問合せ ｔａｍａＲＯＣＫ実行委員会090(1030)9481 
Ｅ-mail tama_rock2006@yahoo.co.jp

夢たま補助金 
 

 

交付事業 
 

 

 

夢たま補助金 
 

 

交付事業 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/tama.point.ppp
http://www.tama-rock.com/
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暗い戦争の時代の中で、お菓子がくれる不思議な力と沢山の人たちのやさしさに支えられ、精一杯生き

た少年。映画のロケ地となった宮城県の情景を心にとどめながら、復興への願いを届けましょう。 

上映による収益は被災地に義援金として寄付いたします。多くの皆様のご来場お待ちしております。 

原作：西村 滋(「お菓子放浪記」理論社刊/文庫版「お菓子放浪記」講談社文庫) 

監督：近藤明男（『ふみ子の海』） 

キャスト 吉井一肇（新人）、早織、遠藤憲一、高橋惠子、林隆三、いしだあゆみ 他 

 

・定 員 各回198人(完全入替制) ※各上映時間の30分前から受付 

・料 金 前売券＝一般 1,000円、小中高生  800円  

当日券＝一般 1,500円、小中高生 1,000円 

※障がい者の方は、前売券・当日券ともに800円となります。 

(購入の際に障害者手帳をご提示ください)  

※当日券は販売しない場合があります。前売券をお買い求め下さい。 

※チケットの払い戻し・交換不可 

 

     

 
 
 

～東日本大震災復興支援チャリティ映画会～ 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

   ３月３１日で、今年度のボランティア保険の補償期間が終了します。 

平成２４年度のボランティア保険及びボランティア登録・更新の手続きを行います。また、「趣味や特

技を活かして活動したい」「ボランティア体験をしたい」「団体を作りたい」「ボランティアの協力をお

願いしたい」など、活動に関する各種相談もお受けします。 

出張受付窓口を開設する予定です。詳細は来月号でお知らせします。 

 
問合せ☞多摩ボランティアセンター ☎０４２-３７３-６６１１ FAX０４２-３７３-５６１２ 

 

 
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＞  

 

《前売券販売場所》 
多摩ボランティアセンター/永山

分室／福祉ショップ「きずな」 

2/20(月)より 

発売！ 

 
平成 24 年度  ボランティア保険のご案内 

お知らせ 


