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★ 市民活動情報センターってこんな所 ～便利なパソコンの市民開放～ ★ 
 

先日リニューアルオープンした『市民活動情報センター』、このコーナーでは、私たちがどのようなお手伝

いができるのかを皆様に、紹介していきたいと思います。参考にしていただき、ぜひご利用ください。 
 

今月は「パソコンの市民開放」についてのご案内です。 

市民活動情報センターでは、インターネットに接続できるパソコン（4 台）を一般市民に開放

しています。基本は 30 分、次の利用者（お待ちの方）が無い場合は 1 時間まで利用が可能です。

初回の利用時に簡単な登録手続きが必要です。（免許証や保険証などの提示をお願いします。） 

 また、ワードやエクセルを使って文書作成することを目的としたパソコンも 

用意しています。こちらは、お待ちの方が無い場合は２時間まで利用が可能です。 

1 枚 10 円で、作成した文書を印刷することができます。 

市民活動などでご活用ください。詳しくはお気軽にお問い合せください！！ 

多摩ＮＰＯセンターは、 

人々が日々集い、 

市民連帯のネットワークをつなぎ、

地域や社会を変えていく 

形と力を生み出すところです。 

多摩市 市民活動情報センター発行 
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 多摩ＮＰＯセンターが新たな体制で動き出しました。 

３月２８日（土）に「多摩ＮＰＯセンター運営会議｣が正式に発足し、会則、 

役員などを決定しました。 

４月２５日（土）には第２回定例会を開催し、今後は毎月第４土曜日１４時から

定例会を開催します。（５月は２３日（土）１４時～です） 

会議は公開ですので、傍聴希望の方は多摩ＮＰＯセンターまでお越しください。 

また、会議で決定したことなどをお知らせするために、毎月ニュースを発行す

ることになりました。多摩ＮＰＯセンター、市民活動情報センター、多摩ボラン

ティアセンター、市内コミュニティセンターで配布しているほか、多摩ＮＰＯセンターのホームペー

ジ (http://www.tama-npo.org/) からもご覧いただけます。 

今後、運営会議と市は、多摩ＮＰＯセンターに関するパートナーシップ協定を締結し、ＮＰＯセン

ターを通じて、市民活動をより推進していく予定ですので、みなさん、ぜひご期待ください。 
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２００９．４．２７＜No.８１号＞

いつもご愛読いただきありがとうございます！『市民活動情報センター』は３月１７日、リニューアルオープンしました。新し

くなったセンターへぜひ一度お越しください。いろいろな情報をご紹介しながら、皆様の活動のお手伝いをいたします。 

今回の通信は、協働委託事業募集のお知らせがたくさん届いています。ぜひご活用ください。 

新連載 

「多摩 NPO センター運営会議」が発足しました！ 

多摩ＮＰＯセンター 

多摩市永山３-１２西永山複合施設２Ｆ 

TEL042-338-1396／FAX042-338-1397 

e-mail : office@tama-npo.org 

■問合せ 多摩ＮＰＯセンター運営会議 

（連絡先）市民活動支援課事業担当 

TEL０４２－３７６－８３１２ 
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～高齢支援課からのお知らせ～ 
 

 

 
★市内の高齢者を中心とした市民サークルや各種団体が、日頃の活動を披露し、高齢者が共に長

寿を祝い合う「イベント型事業」と「出張型事業」を受託実施する団体を募集します！ 

１ 委託内容  ①市主催「長寿を祝う会」開催日（９月１９日）に、パルテノン多摩小ホール

で行う「長寿を共に祝う会」のイベント企画・実施 

②高齢者施設等に出向き、長寿を祝うイベントの企画・実施（２０回以上） 

２ 業務場所  ①パルテノン多摩小ホール ②市内高齢者施設等 

３ 委託期間  契約締結日の翌日～平成２２年３月３１日（予定） 

４ 応募資格  市に市民協働団体として登録している非営利団体（契約時の登録 

も可）で、高齢者の福祉及びこれに寄与する活動をしている団体 

５ 委託金額  ２２０万円（上限） 

※パルテノン多摩小ホール等の施設利用料・附帯設備利用料の支払いを含む。 

６ 事業説明会 ５月１３日（水）午前１０時から市役所本庁舎３０２会議室で開催 

７ 応募方法  ５月２５日（月）午後５時までに高齢支援課窓口へ企画提案書を提出 

８ 選定方法  企画提案方式を採用します。 

５月２７日（水）午前中に市役所本庁舎３０１・３０２会議室で公開プレゼン

テーションを開催 

市民代表を含む審査委員６名程度で審査し、受託団体を決定します。 

９ その他   ●事業内容等についてのお問合せは、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。 

 ●事業説明会に出席できない団体については、説明会以降に資料等郵送します 

のでご連絡ください。 

＜連絡先／健康福祉部高齢支援課（担当；高橋・岡野） 

TEL 338－6923 ・ FAX 371－1200 ・ tm214000@city.tama.tokyo.jp＞ 

 
～経済観光課からのお知らせ～ 

 

 

 
１ 委託期間  平成２１年５月１３日～平成２２年３月１日 

２ 委託内容  多摩市家庭菜園管理業務 

３ 応募資格  市内のＮＰＯ等で、多摩市の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  見積書の提出による（競争入札） 

⑴ 募集要領配布：４月２８日（火）～５月８日（金）の午前９時～午後５時 

          募集要領と委託仕様書を配布いたします。 

⑵ 見積書提出期限：５月１１日（月）午後５時まで 

⑶ 募集要領配布及び見積書提出窓口：多摩市役所 経済観光課 

 ※ 仕様書をご熟読の上、ご応募ください。 

＜問合せ／市民経済部経済観光課 TEL 338-6848(農政担当直通) ・ FAX 337-7659＞ 

平平成成２２１１年年度度  家家庭庭菜菜園園管管理理業業務務委委託託  受受託託者者募募集集  

「長寿を共に祝う会」市民企画運営業務委託  受受託託団団体体募募集集  
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～永山公民館からのお知らせ～ 

 

 

 
１ 委託回数  約２５回程度（１回平均３時間） 

２ 委託内容  満１歳半以上未就学児を対象。保育定員は２０名。 

従事者の配置は、４名以下／２名、５～８名／３名、 

９～１２名／４名、１３～１６名／５名、１７～２０名／６名とし、 

うち一人は保育有資格者（他は保育経験者）とする。 

（平日・土日祝日の勤務あり。その他詳細は仕様書による） 

３ 応募資格  保育業務の実績を有し、市内に事務所のある市民団体で、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  ５月１１日（月）午後５時までに、永山公民館に仕様書希望の旨、メール（以下ア

ドレス）もしくはＦＡＸ（０４２－３３７－６００３）にて申し込み。後日、仕様

書を配布します。         

５ 選定方法  見積競争方式 

６ その他   見積受付予定期間 ５月１８日(月)～２５日(月)の午前９時から午後５時まで 

＊２１日（木）は休館日のため除く 

         年度最初の保育委託予定日は未定。 

＜問合せ／永山公民館 TEL 337-6661・fujihira-yoshiko@city.tama.tokyo.jp＞ 

 
～教育振興課からのお知らせ～ 

 

 

 
 １ 委託回数 （１）家庭教育学級学習会 約 10 回（保育 1 回平均３時間）程度 
        （２）家庭教育講座 約８回（保育 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。保育従事者数は保育児４名以下では２名、５～８名で

は３名、９～１２名では 4 名、１３名～１６名では５名、１７名～２０名では６名

とし、配置数のうち１名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あり。 
・家庭教育学級は、市内幼稚園，保育園，小中学校で実施予定。 
・家庭教育講座は、市内公共施設で実施予定。 
（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する市内で活動する NPO 団体で、 
市ＮＰＯ登録又は登録用件を満たす団体（法人格の有無は問いません） 

 ４ 応募方法  多摩市役所教育振興課窓口にて配布（配布期間：４月２７日（月）～5 月８日（金）

〔土日祝日を除く〕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

様式を受取り、見積書を作成のうえ、5 月１１日（月）～１８日（月）午後 5 時ま

でに教育振興課窓口に直接持参。 
 ５ 選定方法  見積競争方式 
  ６ その他   年度最初の保育委託予定日は未定。 

＜詳細問合せ／教育振興課教育企画担当 TEL 338-6925＞ 

家庭教育学級学習会等実施に伴う保育業務委委託託  受受託託者者募募集集  

永永山山公公民民館館主主催催講講座座開開催催時時のの保保育育業業務務  受受託託団団体体募募集集    ＜＜見見積積競競争争方方式式＞＞
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春です！何かボランティア活動をはじめたいとお考えの皆さんに、広くいろいろな体験の中から、ご自

分にあった活動を見つけていただくための連続講座を開催します。 

日 時：５月２８日～７月２３日 毎週木曜日 13:30～15:30(全５回) 

場 所：多摩ボランティアセンター永山分室 

対象者：ボランティア活動を始めたいとお考えの方 

定 員：１５名  参加費：５００円 

内 容：①５月２８日 見えない方へのガイドヘルプ 

           視覚障がい者のお話とガイドヘルプ体験 

②６月１１日 聴こえない方とのコミュニケーションの方法 

       聴覚障がい者のお話と手話体験、要約筆記とは？ 

③６月２５日 認知症、高齢者への対応 

        地域のサポーターになるには 

④７月 ９日 車いすの基本操作 

       身体障がい者のお話と車いす操作体験 

⑤７月２３日 障がい者理解とこれからの活動について 

申込み/問合せ：多摩ボランティアセンター永山分室 

    ０４２－３７３－６６４２  e-mail tamavc-nagayama@tamashakyo.jp 

 

ボランティアセンターのホームページがリニューアルされました！ 

 4 月からです！ホームページが新しくなりました！！ 

より旬な情報をお届けします。覗いてみてください。 

 

 

 

 

 

 

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 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 ： 田島、加藤、石井 

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

http://www.tamashakyo.jp/volu/

携帯)http://tamavc.seesaa.net/ 

 ☺
 

5/7(木)より 

受付開始！ 


