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日頃よりご愛読いただきありがとうございます。
平成 14 年に第 1 号が発行され、永年にわたり、みなさまへお送りしておりました「たまりばてぃ通信」で
すが、市民活動情報センターの閉館に伴い、今号をもちまして廃刊することとなりました。
今後は、多摩ボランティアセンター発行の「ボランティア通信」等に、地域デビューのお手伝いができるよ
うな情報や、わくわくするイベントのお知らせなど、みなさまのニーズに合う情報を提供していきます。
これまで、長い間、本当にありがとうございました！！

多摩ボランティア・市民活動支援センター
ーー
11 月 1 日よりオープン！
ＴＯＰＩＣＳ！

Ｓ！
市民活動情報センターが 9 月 30 日で閉館します。
11 月 1 日より、多摩ボランティアセンターが移転し、
「多摩ボランティア・市
民活動支援センター」としてオープンします。
お気軽にお立ち寄りください。
◆ボランティア・市民活動のコーディネート
コーディネーターが常駐し、ボランティアを必要している方と活動したい方を結
びつけます。お気軽にご相談ください。
◆打ち合わせコーナー（要登録・予約制）
ボランティア・市民活動団体の方々の打ち合わせや活動などに利用できます。施
設利用登録の上、3 カ月前から予約受付をします。1 コーナー6～8 名、4 コー
ナー分あります。コーナーを広げて利用することも可能です。11 月 1 日（木）
より、11 月から 2 月までの予約受付を開始します。
◆装いを新たに講座を開催！
第 1 弾！市民活動入門講座
第 2 弾！市民活動入門講座

福祉編 「始めて初めてボランティア」
地域活動編（予定）

◆市民活動情報センターの機能を引き継ぎます。
「パソコンコーナー」
「ＡＶコーナー」
「パソコン研修室」
「ＴＡＭA 女性センタ
ーライブラリー」
「コピーサービス」
「有償頒布サービス」などを引き続きご利用
下さい。

※市民活動情報センターに利用登録されていた方は、お手数ですが、再登録が必要となります。
詳細については、お問い合わせください。
問い合わせ先：多摩市社会福祉協議会多摩ボランティアセンター
☎０４２（３７３）６６１１ ＦＡＸ ０４２（３８９）６６９９
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「平成２３年度実績 市民団体等との協働事例集」
を配布しています
平成２３年度に、市民団体等と市の間で行われた様々な協働事例が、「平成２３年度実績
市民団体等との協働事例集」としてまとまりましたので、ご希望の方に配布します。
なお、多摩市公式ホームページ（http://www.city.tama.lg.jp）、行政資料室でも閲覧で
きます。
配布場所：

多摩市役所 4 階市民活動支援課
市民活動支援課 事業担当（ヴィータ・コミューネ 7 階）
多摩ＮＰＯセンター
問合わせ： 市民活動支援課 事業担当
☎０４２－３７６－８３１１

出演者募集!!

ＦＡＸ：０４２（３３９）０４９１

問い合わせ：☎０４２－３７３－６６１１

「自分の趣味や特技を活かして、ボランティア活動したい」
とお考えの方、ステージで披露してみませんか！楽器演奏、
合唱、ダンス、寸劇、伝統芸能、手品、落語など、ジャン
ルは問いません。個人・グループ、12 組を募集します。
福祉施設や地域団体等、多くの方々にもアピールできる絶
好の機会です！

◆日時

平成２４年１１月２９日（木）

１３：３０～１６：００(予定)
多摩市総合福祉センター ３階多目的フロア

◆会場
～申込方法～
所定の申込書(配布チラシ裏面・ホームページよりダウンロード可)に必要事項を記入の上、
多摩ボランティアセンターまで直接ご持参ください。 １０月１５日(月)〆切
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いざという時役立つ！

災害ボランティア研修会 参加者募集
多摩市に災害が発生した際に円滑なボランティア活動ができるよう、基礎知識を学びます。要援護者や負
傷者の方の搬送・誘導などを体験します。身近にできることから始めてみませんか。

◆日時 10 月

9 日、16 日、23 日、30 日 各火曜日 10:00～12:00
27 日(土)13:00～17:00 (市総合防災訓練予定)
全5回

◆場所 多摩ボランティアセンター永山分室ほか
◆対象 災害時のボランティア活動に関心のある方
◆内容 ①災害ボランティア活動とは
②災害時の要援護者・負傷者の搬送体験
③市総合防災訓練と連動した災害ボランティア活動体験
④活動の振り返りなど
◆定員 20 人
◆費用 500 円(資料代等)
◆協力 国士舘大学

第２回

多摩地域 企業情報交換の集い

ボランティア活動に関心はあるけれど「忙しい」「きっかけがない」などの理由で、なかなかボランテ
ィアに参加できない…という社員のみなさん！もっと身近に活動したい、情報がほしいという声にお応え
すべく、第2回目の情報交換の集いを実施いたします。企業の社会貢献ご担当の方、事業所などでボラン
ティアに取り組みたい方、情報交換の中から、活動のヒントが見つかります！
来年から始まる、社員ボランティアの新しい仕組みについてもお知らせします。
皆さんのご参加をお待ちしています。
10 月 19 日(金) までにメールもしくはお電話・
FAX にてご連絡下さい。
◆日時 10 月 23 日火曜日 14:00～16:30
多摩ボランティアセンター
◆場所 多摩市総合福祉センター7 階研修室
http://www.tamavc.jp
◆対象 企業の社会貢献担当者、関心のある方
 042-373-6611 FAX 042-389-6699
◆定員 20 人
ｅ -mail : tamavc@ ta mashakyo.jp
◇事例報告
企業の取組み
東京ヴェルディ 1969 フットボールクラブ株式会社ほか
活動先施設として 社会福祉法人桜ヶ丘社会事業協会 桜ヶ丘延寿ホーム
地域ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）を活用した連携・支援の仕組みづくり～たまタウンチップ
◇情報交換
◇社員のボランティア活動支援を行う新しい仕組みの説明

多摩ボランティアセンターでは企業の社会貢献活動や社員のボランティア活動を応援しています！
ボランティアに関する様々な相談を受け付けています。社員の方々へのボランティア情報の提供や、社員
研修のお手伝い、寄付や寄贈についてなど、お気軽にご相談下さい。
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開催日時：2012 年 10 月 13 日（土）am10:00～pm4:00 ※雨天の場合 順延 14 日（日）
会
場：九頭龍公園 京王線 聖蹟桜ケ丘駅 東口下車 徒歩 3 分
【主催】 seiseki sun marche 実行委員会
【協力】 多摩大学プロジェクトゼミ（片桐ゼミ）
せいせき観光まちづくり会議
聖蹟桜ケ丘商店会連合会

平成２５年度（公財）東京市町村自治調査会
広域的市民ネットワーク活動等事業の助成団体募集
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
▽申請期間

平成 24 年１０月２５日(木)～１１月９日(金)
（土・日、祝日を除く）
今年度までに助成を受けていた団体
平成 24 年１0 月１9 日(金)～１１月１５日(木)（土・日、祝日を除く）
今回初めて助成を申請する団体
平成 24 年１０月２５日(木)～１２月５日(水)（土・日、祝日を除く）

▽助 成 率 助成対象事業費の５０％（１００万円を超える金額は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 (公財)東京市町村自治調査会 事業部企画課
ＴＥＬ：０４２（３８２）７７８１
ＦＡＸ：０４２（３８４）６０５７

＊ 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 ☆
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＞

4

～市民協働 NEWS～たまりばてぃ通信

