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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 
 
 

 
 

 
 

 

～市民活動情報センターからのお知らせ～ 
 

市民活動きっかけづくり事業 

竹とんぼを子どもたちに継承しよう！ 
 
竹けん玉・竹とんぼづくりの基本を習得して、子どもたちに昔

遊びを楽しく継承しながら、交流の輪を広げ、地域の児童館な

どで活躍してみませんか？ 

 
  ▽日 時 １１月２０日㈯、１２月４日㈯午後１時～４時 

▽場 所 市民活動情報センター 
▽対 象 原則市内在住 60 歳以上の男性で２回連続参加できる方。 

講座終了後市内の児童館などで継続した活動が可能な方優先 
▽定 員 １２人(申し込み先着順) 
▽費 用 ５００円(２回分) 
▽講 師 鈴木 幸夫(さちお)さん(男性ボランティア会議代表） 

  ▽持ち物 筆記用具、エプロン、軍手、ナイフ、タオル 
▽申込・問合せ 市民活動情報センター☎(３７６)８３１２ 

  
 

キラキラ★ママのハッピースクール 
「プレママ＆ママのためのプリザーブドフラワー講座」 

子どもの感性の伸ばし方・関わり方などをアレンジメントを作りながら 

学びます。 

▽日時 11 月 25 日㈭10:00～12:00 ▽対象 プレママ（安定期～）＆ママ 

▽場所 関戸公民館８階ワークショップルーム 

▽講師 脇阪 真理子さん 

（NPO 法人 日本メンタルフローラルアドバイザー普及協会 認定講師） 

▽参加費 1700 円（材料費込み）▽持ち物 筆記用具、ハサミ、持ち帰り袋 

▽定員 15 名（先着順） 

▽託児 300 円（オヤツ代など、1歳～未就学児）＊定員あり＊要予約 

▽申込み・問合せ たまじょ(TAMA 女性センター登録団体 たまじょ) 

Mail：tamajo2010@gmail.com  電話：090-9804-3365（キノシタ） 

*お申込みの際には“関戸 11 月プリザの申込み”とお伝えください 

 

市市市民民民協協協働働働 NNNEEEWWWSSS   

２０１０．１０．２５＜No９９号＞

いつもご愛読いただきありがとうございます！街も自然もすっかり秋の装い。気持ちの良い季節になりました。あちらこち

らで、様々な催し物が開催されています。市民活動情報センターでは、大型 TV で多摩テレビの番組、「TTV-NOW」など

多摩の情報を放映中です。見逃してしまったあの催しの様子が、あの時の活動の様子が映っているかも知れません。是非

お出かけください。お待ちしております。 「たまりばてぃ通信」も、引き続きご愛読をお願いします。 

夢たま補助金 

交付事業 
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｢赤ちゃんや幼児がいる家庭の防災啓発プロジェクトＡＢｏ(アボ)｣ 

親子で防災スキルアップ講座 参加者募集 
日頃の子育ての生活の中で、ちょっと工夫すれば防災につながる知恵や工夫を身につけ

ましょう。 
▽日程・内容は別表のとおり 
▽会場 永山公民館集会室 
▽対象 小学校低学年までのお子さんをお持ちのご家族。または防災に興味のある方      

▽定員 各回１５組(申し込み先着順) 
▽費用 各回１家族６００円(資料代等) 
▽保育定員 各回１２人。１歳から未就学児まで。１歳未満のお子さんは会場に同伴 
▽申込・問合せ １１月１５日㈪までに住所・氏名・電話番号・ファクシミリ番号・保

育の有無(有りの場合はお子さんの年齢も)をＦＡＸ(３３８)７４８７またはＥメール

(info@seeds-tama.com)でＮＰＯ法人シーズネットワークへ 
 

※１１月・永山公民館｢家庭教育月間シリーズ｣事業 
日 時 タイトル 講 師 内   容 保育

11/22㈪ 

10:00 ～

12:00 

小さないの

ちをまもる

ナチュラル

防災講座 

あんどうりす氏

（防災・防寒コ

ー デ ィ ネ ー タ

ー） 

アウトドアの視点から、自分と子ども

のいのちを守る知恵と技を提案しま

す。 

子育てにも役に立つ防災グッズ例、古

武術応用による救出術、ファーストム

ーブの練習 他 

有 

12/12㈰ 

13:30 ～

15:30 

家族でまな

ぶ 防災ワ

ークショッ

プ 

ＮＰＯ法人はま

まつ子育てネッ

トワーク ぴっ

ぴ 

子ども達が、楽しみながら理解できる

ワークショップです。 

避難所生活を想定したオリジナル紙芝

居の上演、被災時に役立つスリッパや

カッパ作り 他 

有 

※前半は座学。座学の間、お子さんは保育室で過ごします。１歳未満のお子さんは一緒に会

場に入場してください 

※両日ともに、防災用品展示コーナー設置、非常食の試食有 
 

｢赤ちゃんや幼児がいる家庭の防災啓発プロジェクトＡＢｏ(アボ)｣ 
サポートスタッフ募集 

地域ふれあいフォーラムＴＡＭＡで行われる｢イザ！カエルキャラバン！in 東京

vol.7～多摩市｣の運営をお手伝いしてくれるサポートスタッフを募集します。 
▽内容 災害時に役立つ知恵や技を楽しく学べる｢防災ワークショップ｣と｢おもち

ゃの交換会｣を組み合わせたものです。平成２３年１月２９日に開催する本事業の

受付、ワークショップの運営、会場設営等で、事前研修があります。 

▽申込・問合せ ＮＰＯ法人シーズネットワーク ☎(３３８)７４８７ 
Ｅメール(info@seeds-tama.com)へ 

※詳細は、当会ホームページ(http://www.seeds-tama.com)をご覧ください 
 

 
平成２３年度広域的市民活動事業の助成募集 

 

市町村の枠を越えて実施する子育て、環境、芸術文化、スポーツ等をテーマとし、多摩地域の市民交流

やまちづくりの推進につながる市民団体の活動成果や発表の場の一部経費を助成します。 

なお、初めて助成を希望する団体は、事前相談が必要です。 

    

 [事前相談機関] 11 月 5 日(金)～12 月 8 日(水) (土・日・祝日を除く) 

 [問い合わせ]  (財)東京市町村自治調査会多摩交流センター 

                 ℡ ０４２－３３５－０１００ 

夢たま補助金 

交付事業 
 

夢たま補助金 

交付事業 
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～多摩ＮＰＯセンターからのお知らせ～ 
 

２０１１年度 多摩ＮＰＯセンターオフィス機能利用団体募集！ 

 
多摩ＮＰＯセンターは、人々が日々集い、市民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ことを目的に運営しています。 

この目的を達成するための一環として、センター内にオフィス機能を 

設け、様々な団体が集まって活動する拠点づくりをすすめています。 

市民団体の皆さん、是非ご応募ください！ 

▽オフィス機能の種類 ２種類有(別表参照) 

▽応募資格 市内または近隣で活動するＮＰＯ(法人格の有無は問いません）、 

大学関係団体、ボランティア団体、自治会・管理組合、サークル等(宗教、政治団体を除く) 

※その他資格要件有 

▽利用期間 平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日 

▽利用可能日・時間 火～日曜日 午前９時３０分～午後９時 

▽手続き ①１１月３０日㈫午後５時までに申込書を提出 ②１２月上旬にヒアリング審査 

③運営会議にて最終審査 ④１２月末までに最終決定 

※募集要領・申込書は多摩ＮＰＯセンター・市民活動情報センターで配付 

(多摩ＮＰＯセンターホームページ（http://www.tama-npo.org/)からダウンロード可 

▽申込・問合 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☎(３７６)８３１２ 

 

 

☆もっとよく見え、わかりやすく、市民が参画できる議会へ☆ 

     
 

多摩市議会では、市民のみなさんにもっとよく見え、わかりやすく、市民が参画できる議会に、

そして、合議機関として市民と一緒に考えながら、さらにしっかりと議論ができる議会に改革して

いきたいと決意し、多摩市議会基本条例を平成２２年９月８日から施行しました。 

この条例に基づき、市議会の審議結果等について、議員から市民のみなさんに報告会を行います。 

報告を聴くとともに、市議会に、あなたのご意見、ご要望を直接届けてみませんか。 

① 日程 11 月 13 日(土)  時間 午後２時～午後４時 

場所 パルテノン多摩 第１会議室  定員 100 人 

② 日程 11 月 13 日(土)  時間 午後７時～午後９時 

場所 永山公民館ベルブホール  定員 100 人 

③ 日程 １1月 14 日(日)  時間 午後７時～午後９時 

場所 関戸公民館ヴィータホール  定員 100 人 
※ 開場は実施時間の各 30 分前、申込み不要、直接会場へお越しください。 

▽対象 市内在住・在勤・在学者  
 ※ 手話通訳・要約筆記有。利用される方は席の確保がありますので事前にご連絡ください。  

▽問合せ 議会事務局 ☎（３３８）６８９０ FAX（３７２）６７６１ 
 

 募集 

団体数 
使用料 オフィス形態 主な設備 

利用できる共通 

サービス・施設 

オフ

ィス

１ 

専用 

ブース 

利用 

団体 

３団体 5,000 円/月 

ローパーテーションで

区切った半独立型ブ

ース 

約 3.3 ㎡（１坪） 

机・イス・キャビネット×１  

専用ロッカー×１ 専用倉庫×１ 

電気コンセント×１ 有線ＬＡＮに

よるインターネット高速回線×１ 

コピー機・印刷機（有料） 

ファックス（有料・送信の

み） 

紙折り機（無料） 

大・小会議室（無料・予約

制） 

共有テーブル（無料・打ち

合わせ等に利用可） 

コーヒーサービス（有料） 

オフ

ィス

２ 

専用 

キャビ

ネット 

利用 

団体 

６団体 1,000 円/月 

専用キャビネットを貸

し出し、オープンスペ

ースの共有テーブル

を利用 

キャビネット×１、有線ＬＡＮによ

るインターネット高速回線×１ 

 

ｵﾌｨｽ 1
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みなさま、ぜひお越し下さい！！ 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2011 年 2 月 26 日(土)に開催される「ボランティアまつり」は、ボランティア活動の持つ 

様々な側面を、多くの方に知っていただき、「語らい・ふれあう 誰もが集える場」をコンセプトとして

います。 

 おまつりの企画・運営をお手伝いいただける方、斬新なアイディアをお持ちの方を募集します。ボラ

ンティア活動歴は不問です。(第 1回 実行委員会：10 月末予定) 

いっしょにおまつりを盛り上げてくださる方、お待ちしています！ 

問合せ：多摩ボランティアセンター ０４２－３７３－６６１１ 

 

 

 
 

バザー・模擬店 

フリーマーケット ポニーと遊ぼう！

多摩太鼓 
キティーちゃんと 

  握手 住宅相談 

まな板削り 

包丁研ぎ 

ダンス・合唱

オカリナ演奏

体験してステキな景品ゲット！！ 
「ボランティアセンター」のテントでは、福祉サイコロゲームや 

視覚障がい体験メガネをつけての輪投げや、手話、車いすの体験 

企画がいっぱい!! 古切手・ハンカチ(未使用)の回収もしています。 

ご協力ください。 

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、市民活動情報等に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。(原稿締切は毎月１５日！) 
 

＊ たまりばてぃ通信は  

多摩ＮＰＯセンターＨＰ＜http://www.tama-nop.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。 

(掲載期間は、最新号発行から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、本多、宮崎 

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


