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連絡先 TEL 042-376-8312

FAX 042-339-0491

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。紫陽花の季節がすぐそこまで
きていますね。たまりばてぃ通信は、市民協働に関する様々な情報や、各種イベントのお知らせ等を
発信しています。なにかひとつでも心に触れたら、こんなにうれしいことはありません♪
ぜひご活用ください！

ＴＡＭＡ女と男がともに生きるフェスティバル 2012

テーマ 「女性と災害」
日時
場所

平成２４年６月２３日（土）・２４日（日）
多摩市立ＴＡＭＡ女性センター・関戸公民館

皆様お誘い合
わせのうえ、
ぜひご来場
ください！

大震災で被災した高齢者、女性、子ども、障がいをもった人たちなどへの対応が後回しにならな
いように、あらゆる人にとって差別のない日本一住みやすい幸せな街、多摩市の明日を目指して、
一緒に考えてみませんか。
６月 19 日（火）～24 日（日）

６月２３日（土）

・東日本大震災報道写真展
・ＴＡＭＡ女性センター登録団体活動展示

竹信三恵子さん講演会
「女性と災害 ～東日本大震災に学ぶ～」

☆時間 10 時～17 時
（初日のみ 14 時～開始）
☆場所 関戸公民館ギャラリー

震災直後から被災地を訪れ、東日本大震災
女性支援ネットワーク共同代表としても活動さ
れている講師のお話です。

※当日直接会場へ

☆講師・コーディネーター
竹信三恵子さん（ジャーナリスト）
☆時間 14 時～17 時
☆場所 関戸公民館ヴィータホール
☆定員 200 人 ※当日直接会場へ
☆内容 講演後、関戸公民館大会議室にてワー
クショップを行います（定員 90 人）
。

その他にも・・・
・映画「あぶあぶあの奇跡」

☆写真提供
河北新報社・三陸河北新報社
多摩市社会福祉協議会多摩ボランティアセンター
６月 24 日（日）
諸橋泰樹さんの講演と多摩市長との対談・ワークショップ
「あなたは、いま、平等な社会だと思えますか？
男女平等条例について一緒に考えてみましょう。」

福島でおなじみ
の「エゴマ味噌」
を使います。

☆講師・コーディネーター
諸橋泰樹さん（フェリス女学院大学文学部教授）
☆時間 14 時～17 時
☆場所 関戸公民館大会議室
☆定員 90 人 ※当日直接会場へ
☆内容 講演後、多摩市長との対談、ワークショップを
行います。

※当日直接会場へ（上映時間 120 分）

・男性のための料理教室
「簡単にできる！ヘルシー料理」（要申込）
（指導：恵泉女学園大学園芸教育センター）

申込み・問合せ
多摩市立ＴＡＭＡ女性センター（ＴＡＭＡ女と男がともに生きるフェスティバル 2012 実行委員会事務局）
☎ ０４２－３５５－２１１０ FAX ０４２－３３９－０４９１
※詳細は、たま広報６月５日号、多摩市公式ホームページをご覧ください。
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☆日 時
☆場 所
☆対 象
☆定 員
☆講 師
☆申 込
☆問合せ

６月１６日（土）午後２時～４時
市民活動情報センター
おおむね20歳以上の市内在住・在勤の方
１５人(申し込み先着順)
須貝光一郎氏(サクラクレパスぬり絵インストラクター)
市民活動情報センター ☎０４２(３７６)８３１２
東京グレイターズクラブ☎０４２(３３８)８０８４ 小西

重曹とクエン酸を使った手軽な掃除と、夏のお昼ごはんの簡単で栄養のあるおかずを
いくつか紹介します。
☆日
☆場
☆定
☆費

時 ６月２９日（金）午前 10 時 20 分～11 時４５分
所 市民活動情報センター
員 ２０人(申し込み先着順)
用 ５００円(資料代)
※ 調理実習はありません。
☆主催・問合せ
多摩友の会桜ケ丘方面
☎０４２(３３８)３４０８
池田
☎０９０(６４７８)８２５４ 泉田
☆協力・申込み
市民活動情報センター ☎０４２(３７６)８３１２
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日程：２０１２年 7 月 6 日 （金）

7 月 7 日（土）

＊＊ 小雨決行 （同じ内容で 2 回開催します）

森林インストラクターは林野庁の外郭団体（社）全国森林レクリエーション協会によって認定された
公的資格者です。私たちは「森に親しむ」をテーマに毎月自然観察会を実施しています。
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ＮＰＯ法人

多摩子ども劇場

♪出演 北村直樹

第１９８回定例観賞会

♪作・演出・美術 カミナカヒデミ

♪音楽 ノノヤママナコ

まなざしを遠くへ向けてみよう！
うんと、
うんと遠くへ向けてみよう！
きっと、
キミも走り出したくなるはずサ。
さあ、
冒険のはじまり、 はじまり！！

２０１２年７月１日（日）１３：００開演（１２：４５開場）
多摩市立永山公民館５Ｆ ベルブホール
一般１５００円 会員１０００円（３歳以下無料）
＜主催・お申し込み・お問合わせ＞ ＮＰＯ法人多摩子ども劇場
ＴＥＬ/ＦＡＸ：０４２－３７６－７６５１
＜提携＞ 多摩市立永山公民館

問い合わせ ： 多摩ボランティアセンター

☎０４２－３７３－６６１１

申込み
受付中!!

～始めて初めてボランティア～
自分に合うボランティア活動を、広くいろいろな体験の中から見つけていただくための
連続講座です。あなたのはじめのいっぽを応援します!!この機会にぜひご参加ください。
▽日時 ６/５、１２、１９、２６、７/３ 毎週火曜日(全５回) １０:００～１２:００
▽場所 多摩ボランティアセンター永山分室（東永山複合施設内）
▽対象 ボランティア活動を始めたいとお考えの方
▽内容 ①傾聴とは ②車いす操作 ③手話体験 ④ガイドヘルプ(視覚) ⑤障がい者理解
▽定員 15名(先着順)
▽費用 500円(資料代)
▽申込・問合せ 多摩ボランティアセンター永山分室 ☎042-373-6642
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今年８月と１０月に市内で行われるリハーサル大会(サッカー＆ハンドボール)と、来年の９月
と１０月に行われる国民体育大会『スポーツ祭東京 2013』のボランティアを大募集します！！
▽募集期間
▽活動場所
▽募集要件
▽申込方法

5 月 14 日(月)～6 月 30 日(土) ▽募集人数 200 人程度
総合体育館、陸上競技場ほか
▽活動内容 競技会場や周辺等での運営補助等
15 歳以上（中学生を除く）の個人または市内の団体
登録申込書に必要事項を記入の上、多摩ボランティアセンターまで持参、郵送ま
たは FAX にて申し込み

※登録申込書は、多摩ボランティアセンターHP(http://www.tamavc.jp)及び
国体 HP(http://kokutai-tama.jp/index.html)にて５月１４日よりダウンロード できます

７/２３（月）～８/３１（金）
ボランティア活動をしたいと思っている方、自分にあった活動を見つけたいと思っている方、
さまざまなメニューを用意しています。この機会にボランティア体験しませんか！
▽申込期間 ６月１１日(月) ～７月1４日(土)
詳細は ＨＰ・ボランティア通信６月号でお知らせします

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、戸川
℡：042-376-8312 ＜Ｅ-mail：npo-kyodo@city.tama.tokyo.jp＞
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