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主 催：多摩市 

問合せ：市民活動情報センター 

〒206-0011 東京都多摩市関戸 4-72 ヴィータ・コミューネ７階 

電話：０４２－３７６－８３１２（直通） 

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 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
当日は、各団体のパネルボードや資料の展示 

もあります。皆さんも各団体が企画提案する内容をご覧になり、 

市民のつくる“まちづくり”を一緒に考えてみませんか？ 

  多数のご来場をお待ちしています。 
 

平成２１年１２月 1３日（日） ※ 手話通訳がつきます 

＊プレゼンテーション 午前９時半～                        

    会場：関戸公民館市民ロビー（聖蹟桜ヶ丘駅前、ヴィータ・コミューネ７階） 

＊審査会  午後３時 25 分（予定）～  会場：関戸公民館活動交流室（ヴィータ・コミューネ 7 階） 

  
 
 

市市市民民民協協協働働働 NNNEEEWWWSSS   

２００９．１１．２５＜No.８８号＞

いつもご愛読いただきありがとうございます！一気に寒さがやってきて、街もイルミネーションで賑やかになりました。 

年末に向けて忙しい日々が続きますが、寒さに負けずに乗り切りましょう！「市民活動情報センター」では 

みなさんにご活用いただけるような情報をたくさんご用意して、お待ちしております。 

平成 22 年度「夢たま補助金」は、市民団体が自主・自発的に行う、多摩市のまち

づくりに役立つ事業に対して、その事業費の一部を補助するものです。 

各団体から提案された「申請書類」による審査と、「公開によるプレゼンテーション」

によって、補助金交付の優先順位を決定します。 
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平成２２年度 夢たま補助金 
公開プレゼンテーション・プログラム（予定） 

 

発表順 開始時間（予定） 事 業 名 団 体 名 

１ 9 時 55 分～ キラ★キラｍａｍａのハッピースクール たまじょ 

２ 10 時 08 分～ 60 歳からの演劇 劇団シニア 

３ 10 時 21 分～ Concert in 多摩 ＮＰＯスポーツ文化国際交流協会 

４ 10 時 34 分～ 

生涯学習を通じたまちづくりと人づくり「東
京にしがわ大学」開講へのキックオフイ
ベント 

東京にしがわ大学 

５ 10 時 47 分～ 
運動会、レクレーション等の立案企画と

その実施 
連光寺/聖ヶ丘地域スポーツ振興会 

６ 11 時 00 分～ 団地住民の参加する野菜畑作り事業 楽農倶楽部 

７ 11 時 13 分～ ひじり館を花いっぱいの「和みの広場」に 聖ヶ丘コミュニティセンター運営協議会 

８ 11 時 26 分～ 
老人・患者・障害者とその介護・看護者に

笑顔と元気を！  
多摩からカーネギー実行委員会 

９ 11 時 39 分～ 
多摩に舞い降りた天女たち～学生舞踊

団結成 
和創千華 

10 11 時 52 分～ 
貝取こぶし館と周辺の美化と癒しの環境

づくり 
貝取こぶし館 緑花委員会 

１１ 13 時 00 分～ ホタルを蘇らせ自然環境を大切にする 東寺方自治会 

１２ 13 時 13 分～ ｔａｍａROCK（タマロック） ｔａｍａ ｒｏｃｋ実行委員会（野楽） 

１３ 13 時 26 分～ 
第 23 回文庫展 子どもと本の広場 -本

の世界で遊ぼう 
多摩市文庫連絡協議会 

１４ 13 時 39 分～ 
「赤ちゃんや幼児がいる家庭の防災啓発

プロジェクト」ＡＢｏ 
ＮＰＯ法人シーズネットワーク 

１５ 13 時 52 分～ 市民がつくる生活安全安心マップ ＮＰＯ法人多摩サロン 

１６ 14 時 05 分～ 古典芸能オモシロ講座 多摩市古典芸能に親しむ会 

１７ 14 時 18 分～ 実践的かつ自律的な自主防災活動 東寺方自治会 

１８ 14 時 31 分～ 諏訪地区活性支援基地ｉｎ諏訪商店街 諏訪地区活性支援協議会 

１９ 14 時 44 分～ 第３回ニュージーランド・中学生語学研修 ＮＰＯスポーツ文化国際交流協会 

２０ 14 時 57 分～ 
「多摩」を音楽で溢れる街にしようプロジ

ェクト ver5.0 
Ａrtists Link Tama 

※プレゼンテーションの開始時間は、目安です。進行状況により前後する場合がありますのでご了承ください。 

 

それぞれの団体が、多摩市のためにと、今まで

行ってきた事業のレベルアップ企画や、新しい

企画を持ち込んで、プレゼンテーションを行い

ます。 

皆さんもぜひ、実際会場でさまざまな団体の

熱意に触れてみませんか？  
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★ 市民活動情報センターってこんな所 ★  ～パソコン教室のご案内～ ★ 
 

今回はパソコン研修室についてご案内します。市民活動情報センターの奥には、 

パソコンの学習のために研修室が設けられています。ここでは月 2 回の休館日を 

除くほぼ毎日、活発にパソコンの研修が行われています。講師用パソコン１台と生 

徒用５台のパソコンがありますが、ノートパソコン持ち込み可能な講座もあります。 

現在、研修室で講座を主催しているのは○多摩市シルバー人材センター○多摩 

コミュニティーカレッジ梶村研究室○多摩パソコンナロン○シニアＩＴクラブ○do be  

くらぶ の５団体です。このほか単発の講座があったり、TAMA 女性センターや関戸公民館、市民活動情報セン

ターの主催事業でも使用しています。基本的には講座時間や回数に応じた費用がかかりますが、テキスト代程度

のみで無料の講座もあります。 

研修室では、受講の皆さまが時には大人数で和気あいあいと楽しく、時にはマンツーマンでじっくりと、有意義

な時間を過ごしていかれます。情報の収集・発信や、書類の作成に欠かせないパソコンですが、何をどこまでどこ

から学んだらいいか、迷うことも多いですよね。 

市民活動情報センターでは、「パソコンを初めて触るんだけど、何から始めたらいいかしら？」「再就職にはど

んなスキルが必要なの？」「インターネットが使えるようになりたい」・・・などいろいろな目的を持った方のご相談に

応じて、パソコン講座をご案内しています。利用団体の日程や内容をご案内するチラシも、たくさん設置してあ

ります。これからパソコンを始めたい方だけでなく、さらにスキルアップさせたい方もぜひ一度ご来館ください！ 

 
㈶東京市町村自治調査会多摩交流センター 

平成 22 年度 広域的市民ネットワーク活動等助成対象事業の募集 
広域的市民活動（多摩地区の複数の市町村からなる市民団体の活動）を支援します！！ 

 

現在、市民活動は芸術文化、スポーツ、環境、まちづくり、国際交流等、さまざまな分野・テーマに及んでいます。

多摩交流センターでは、市町村のワクを越えて多摩全域でそうした市民活動がより拡大、充実したものとなるた

めに支援をしております。日頃のみなさんの広域的な活動の成果や発表の場の経費の一部を助成することによ

って、市民ネットワークや相互交流を推進し、多摩地区のひとづくり、まちづくりへとつなげていきます。なお、団

体の日常的な活動の経費は、対象になりません。 

☆詳細については下記問合せ先でご確認の上、申請をしてください。 

申請期間 ： 平成２１年１２月１６日㈬～平成２２年１月４日㈪（当日消印有効） 

  今まで、当センターの事業助成を受けたことのない団体、従来と異なる事業を申請する場合は、「事前相談」

が必要です。団体の規約・名簿、活動実績、予算・決算、希望する事業の内容がわかる資料をお持ちください。

お早めにご連絡ください。 

期間 ： 平成２１年１１月５日㈭～１２月９日㈬ ※要予約 

 
問合せ先 

㈶東京市町村自治調査会 多摩交流センター 

〒183-0056 府中市寿町１－５－１ 府中駅北第２庁舎６F 

TEL 042-335-0100  ／  FAX 042-335-0127  ／  

 e-mail  tama001@tama-100.or.jp  http://www.tama-100.or.jp/tama/ 
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～経済観光課からのお知らせ～ 

 

 

 

１ 委託期間  平成２１年１２月１４日～平成２２年３月３１日 

２ 委託内容  家庭菜園整備業務委託 

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：１１月２７日（金）～１２月７日（月）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：１２月７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 農政担当 

 ※ 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＞ 

 

 

 

 

～パソコンお絵描き講師～ 

  

 ７月に市民活動情報センターで開催した「市民活動きっかけづく

り事業」に参加された皆さんが、市民活動をスタートさせました！ 

講習会で学んだ『パソコンお絵描き』を保育園で子どもたちに優

しく指導。子どもたちも慣れないパソコンに四苦八苦しながらも、

講師の皆さんのお手伝いにより楽しく絵を完成させていました。今

後もこのような活動を続けていく予定です。講師派遣の要請も受付

中です。ぜひご利用ください。 

＜問合せ先 市民活動情報センター＞ 

 

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 

平平成成２２１１年年度度  家家庭庭菜菜園園整整備備業業務務委委託託  受受託託者者募募集集  

 

 


