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 平成 20 年度 第 12 回多摩市身のまわりの環境地図作品展の会場設営・展示等業務の受託者を募ります。 

多摩市身のまわりの環境地図作品展は、市内の小中学校の児童生徒が作成した身のまわりの環境を地図に仕上

げた作品で、模造紙大の作品約 350 点程度を展示するための会場設営から撤去までをお願いする業務です。仕

様書配布期間などは以下のとおりです。 

◆委託予定期間  平成 20 年 10 月 20 日（月）～ 平成 20 年 12 月 5 日（金） 

◆仕様書配布期間  平成 20 年 10 月 8 日（水）まで 

〔土・日・祝祭日を除く午前 8時 30 分から午後 5時まで〕 

◆見積書提出期限  平成 20 年 10 月 10 日（金）午後 5時まで 

◆見積書提出場所  〒206-8666  

多摩市関戸六丁目１２番地１ 多摩市役所東庁舎 1階 

都市環境部 みどりと環境課 

◆問い合わせ先   042-338-6831 環境政策担当 守谷 

  

 

 

 

 

多摩ＮＰＯセンターの 21 年度以降の運営にあたり、運営方法の詳細や事業の内容など（実施手法や資金計

画等を含む）を具体的に検討し進めていくための「（仮）多摩ＮＰＯセンター運営検討会議」の準備会メンバーを

募集します。本準備会は「多摩ＮＰＯセンター運営検討市民会議検討まとめ（平成 20 年７月）」の提言内容に沿

って設置するものです。 応募にあたっては、ご一読いただいた上でお願いします（公式ＨＰ掲載。多摩ＮＰＯセ

ンター等で配布中）。 

市民の手による多摩ＮＰＯセンターのさらなる活用と発展に向け、市民団体の皆さん、是非ご応募ください！ 

 

■対象 市民団体のほか、大学関係団体等(詳細は問合せ) 

     ※ 団体所属の場合も個人として参画していただきます 

■活動期間(予定) 平成 20 年 10 月～平成 21 年３月 

■第１回会議予定 10 月９日（木）午後６時 30 分～ 

 場所 多摩ＮＰＯセンター（西永山複合施設内）  

■検討内容（予定） 21 年度の運営内容の詳細、具体的な事業の内容と展開方法など。 

■活動頻度 月２回程度予定。状況により増減あり。 

■報酬・謝礼はありません。 

■応募締切 10 月８日（水） 

■応募・問合せ 市民活動支援課事業担当☎（３７６）８３１２

市市市民民民協協協働働働 NNNEEEWWWSSS   

２００８．９．２６＜No.７４号＞

いつもご愛読いただきありがとうございます。 朝夕涼しく、虫の音も秋の到来を告げていますね。  

「たまりばてぃ通信」は市民協働に関する様々な情報を発信しています。引き続きご愛読をお願いいたします。 

【掲載情報】 市から業務委託受託団体募集の情報があります。その他のお知らせも是非ご活用ください！ 

平成 20 年度「第 12 回多摩市身のまわりの環境地図作品展の会場設営・展示等業務」

受託団体募集！＜見積競争方式＞ 

「（仮）多摩ＮＰＯセンター運営検討会議」準備会メンバー募集 
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夏のボランティア体験 2008 終了しました！ 

毎年恒例の、夏のボランティア体験。今年も中学生から社会人まで、104 名の方に申込み 

いただき、73 箇所、102 のメニューから選んだ、それぞれの活動先での体験を無事に終えました。  

今回参加できなかった方もボランティアセンターまでご相談ください。 

 

今後も、施設やボランティア・ 

ＮＰＯ団体にご協力いただき、 

ボランティア活動を体験する 

機会を提供していきます。 

 

 

 

 

 

 

防災パネル展～災害時要援護者からのメッセージ～ 

多摩市総合防災訓練(今年は雨天中止)にて展示を予定していた防災パネルの展示を行っています。 

ぜひ、お立寄りください。 

 

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) 

 期間：10 月 1 日～31 日 

協力作成：多摩市視覚障害者福祉協会 

多摩市身体障害者福祉協会 

多摩市聴覚障害者協会 

多摩市手話サークル「クローバー」 

グループ偶 

 

防災まち歩き＆マップ作り ～自分のまちは自分で守る～ 

日頃からの地域でのふれあいが『いざ』という時の助け合いにつながります。 
お住まいの地域を災害イメージしながら歩き、身近な防災設備や建物、資源などを再発見！ 
自分たちに必要となる情報をまとめた地図を作ります。 

 日時：10 月 18 日(土) 13:00～16:00   

場所：関戸・一の宮コミユニティーセンター(関･一つむぎ館) 関戸 4-19-5 

対象：関戸・一の宮に在住の方、障がいをお持ちの方も参加可 

  

 

 

 

 

…参加者の感想より… 

「ゴミから世の中がよく見えるのですよ」と話して 

下さったスタッフの言葉が印象的でした。 

保育園では、子供たちから、人に対する思いやり、 

感謝の気持ち、自分のことは自分でやる…たくさんの 

ことを得ることができました。 

体験を通じ、将来のことを具体的に考えることがきる 

ようになりました。 

…内容… 

知ってください！災害時、私たちが困ること 

和田中学校周辺/防災まち歩きマップ   他 

参加希望者は、関・一つむぎ館へお申込みください。 

        ０４２－３７５－５５６６ 

詳細は「つむぎ館だより」10 月号(9/20 発行)をご覧ください。 
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●平成 20 年 10 月 4 日(土)に TNC 利用者懇談会を開催します 

 平成２０年度 ＴＮＣ利用者懇談会を１０月４日(土)午後２時から４

時、ＴＮＣオープンスペースで開催いたします。これまでの利用者もこ

れから利用を考えていられる方も、今から予定に入れておいて、ふるっ

てご参加下さい。 

これからのＴＮＣのあり方について、出席者同士の忌憚ない議論、懇談

をお願い致します。 

 

●平成 20 年 10 月の「暮らしの相談コーナー」から 

10 月は 14 コマをご案内しています。場所は、TNC のオープンスペース。相談は予約なしの先着順

ですので、お待ちいただくこともありますが、時間内にお越し下さい。詳しい内容や、下記の時間割

とは別に必要の都度ご相談にのって下さる方々のお名前等は、TNC ホームページに掲載しています。

（ホームページのアドレス：http://www.tama-npo.org/） 
（午前は、10:30～12:30 午後は、13:30～15:30 の開催です。） 

10 月 1 日(火) 午前「小池松弘さんのよろずパソコン」 
10 月 3 日(金) 午前「深田イツ子さんの不登校・引きこもり」 
10 月 4 日(土) 午前・10 月 18 日(土)午前「手嶋俊輔さんの住宅～戸建てから集合住宅」 
10 月 4 日(土) 午後「山中康廣さんの住まいのリニューアル」 
10 月 8 日(水) 午後・10 月 22 日(水) 午後「岡田修一さんの住まいのよろずトラブル」 
10 月 11 日(土) 午後「林ともこさんの女性と学生のためのキャリア相談」 
10 月 14 日(火) 午後・10 月 28 日(火)午後「梅村孝治さんの労務・経理」 
10 月 18 日(土) 午後「内海昌三さんの就職・転職のための支援」 
10 月 25 日(土) 午前「萩原文子さんのパソコンのフォローアップ」 
10 月 25 日(土) 午後「都田浩司さんのハイエージのインターネット」 
10 月 28 日(火) 午前「新井文子さんと三原邦子さんの初心者のためのパソコン相談」 

 

＜問い合わせ先＞ 多摩ＮＰＯセンター ３３８－１３９６ 

 

 

 

 

 

たまりばてぃ通信は、希望する団体・市民向けに Ｅメールで配信しています。 

Ｅメールでの配信を希望する方は連絡先及び配信先を下記連絡先までお知らせください。 

また 市民活動情報等掲載したい記事等ございましたらお気軽にお寄せください（原稿締切りは毎月 15 日です）。  

※ たまりばてぃ通信は 多摩 NPO センターHP ＜ http://www.tama-npo.org ＞及び、多摩市 

市民活動情報検索サイト＜ http://www.tama-shimin-katsudo.com ＞でもご覧いただけます。  
(最新号の掲載は発行から１週間程度)                             

         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 ： 田中、加藤

TEL ０４２-３７６-８３１２   e-mail： npo-kyodo@city.tama.tokyo.jp


