
 

～市民協働 NEWS～たまりばてぃ通信 1

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 
 
 

 
 

 
 

 

 
        

東北地方太平洋沖地震 被災地支援にご協力を！ 
 

このたびの大震災の被災地への支援として、多摩市では、救援物資、義援金 

災害ボランティア活動等に取り組んでいます。皆さんの温かい思いを形にして 

声を掛け合い、支援の輪をひろげましょう。ご協力をお願いします！ 

 

 
第１回として以下のとおり救援物資を受け付けます。受入物資は、東京都等を通じ被災地や被

災者にお送りさせていただきます。継続的な支援を行っていくため、効率性や被災地の状況変化

も踏まえ、次のとおり受け付けます。なお、２回目以降については別途お知らせします。 

 

◆期間  第１回 平成 23 年 3 月２5 日（金）から 4 月 7 日（木）まで 
第１回受付物資 

※複数の品目を提供されるときは、みかん箱程度のダンボールに入れて内容物がわかるように

マジックで書いてください。また、一度開封したものは受付できません。 

◆受付品目（新品未使用のもの） 
（１）紙おむつ 赤ちゃん用 （２）紙おむつ 大人用 （３）ウェットティッシュ 

（４）生理用品 （５）ラップ類 （６）紙コップ （７）使い捨てカイロ 

◆受入時間・受入先 

 

土曜日、日曜日を含む午前 10 時から午後 4 時まで 

     多摩市立総合体育館 東寺方 588－１ （電話 374-2313） 
       

＜その他の受入先＞ 

第 1 回については、下記公共施設でも、日曜日を除いて、午前 10 時から午後 4 時まで受け付け

します。 

 

    

        

 

 

 

 

 

 

受入施設名 所在地 電話番号 

児童館 一ノ宮児童館 

永山児童館 

愛宕児童館 

連光寺児童館 

豊ヶ丘児童館 

東寺方児童館 

諏訪児童館 

落合児童館 

桜ヶ丘児童館 

唐木田児童館 

一ノ宮 1-18-7 

永山 3-6 

愛宕 1-65-3 

連光寺 3-57-1 

豊ヶ丘 5-6 

東寺方 626-7 

諏訪 2-8 

落合 6-5 

桜ヶ丘 1-17-7 

鶴牧 6-14 

375-4643 

373-0991 

373-7677 

338-5881 

338-5882 

338-5883 

375-0991 

371-5955 

338-7122 

338-2277 

子育て総合センター 豊ヶ丘 1-21-3 355-3833 

救援物資の受付 

市市市民民民協協協働働働 NNNEEEWWWSSS   

２０１１．３．２５＜No１０４＞

東北地方太平洋沖地震のあまりの被害の大きさ、深刻さは言葉になりません。この度の震災で亡くなら

れた方々のご冥福を心からお祈りいたしますとともに未だ行方不明の方々が一日でも早く発見されますこ

とを心からお祈りいたします。またこの震災に関わる全ての方に、お見舞い申し上げます。 

今後、長期にわたり支援･復興に多くのボランティアや市民団体の力が必要となることが予想されます。

情報センターではできる限り多くの関連情報を収集、提供して参ります。 

ご協力 

お願いします 
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お寄せいただいた義援金は、日本赤十字社や共同募金会を通して被災地に送金します。 

 

＜募金受付口座＞ 

 東北地方太平洋沖地震多摩市義援金 （ﾄｳﾎｸﾁﾎｳﾀｲﾍｲﾖｳｵｷｼﾞｼﾝ ﾀﾏｼｷﾞｴﾝｷﾝ） 

  三菱東京 UFJ 銀行多摩支店  （店番号）245 （預金種目）普通  

  （口座番号）０１０７６６９ 

  ＊銀行振込の場合は、別途、振込み手数料がかかります。 

＜現金持参の場合＞ 

多摩市役所 2 階 健康福祉部生活福祉課窓口 

＜その他ご注意＞ 

１）「日本赤十字社」や「中央共同募金会」への直接振込先は市のホームページ 

に掲載しています。 

２）税の寄付控除を希望される方は、郵便局で「日本赤十字社」や「中央共同募金 

会」に振り込み、領収書を保管してください。 

◆問合せ先 健康福祉部生活福祉課 電話 338-6853 

 

  

 
多摩市社会福祉協議会多摩ボランティアセンターでは、多摩市内での災害対応のお手伝いや、被

災地から避難された方のケアなど、ボランティアをしていただける方を募集しています。お手伝い

いただける方は、下記までご連絡ください。ご自分ができる活動･技能などを登録させていただき、

必要に応じて活動に参加していただきます。皆様のご協力をお願いします。 

 

  ◆問合せ先 多摩市社会福祉協議会多摩ボランティアセンター 

所在地 多摩市南野３－１５－１ 多摩市総合福祉センター内 

電話 373-6611 

電話問い合わせ時間 月～金曜日 第 3･第４土曜日 

                午前８時 30 分から午後 5 時まで 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.tamashakyo.jp/volu/index.html 

 

  多摩市役所災害対策本部（総務部 防災安全課）  電話 375-8111（代） 
 
 

                                         

3 月 11 日に発生いたしました東北地方太平洋沖地震による節電対策と計画停電の対応のため、3 月 31 日

（木）まで市民活動情報センターを休館いたします。４月１日以降の予定については、あらためてホームページ

等でご案内いたします。 

休館に伴い 3 月 15 日（火）～31 日（木）に予定しておりました全講座、パソコン相談は中止、打ち合わせコーナ

ーのご予約されたテーブルもご利用いただけません。 

皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

緊急のお問い合わせ  市民活動情報センター（電話：042-376-8312）へ 

 

 

 

3 月 22 日（火）までの全面閉館に引き続き、3 月 31 日（木）まで節電対策のため臨時閉館させていただきます。

４月１日以降の予定については、あらためてご案内いたします。 

全面閉館に伴いパソコンルーム、会議室はご利用いただけません。オフィス利用については、最小限のご利用

で省エネ節電に配慮しながら、午前 9 時 30 分から午後 5 時まで出入りできますが、計画停電にかかる時間帯

は警備会社の施錠により出入りできなくなりますのでご注意ください。 

緊急のお問い合わせ  多摩ＮＰＯセンター（電話：042-338-1396）へ 

なお、多摩ＮＰＯセンターのＨＰ（http://www.tama-npo.org/）で、この震災に関しての全国のＮＰＯ・ボランティ

アの応援活動に関するサイトをご紹介していますのでご覧ください。 
 

義援金（実施主体 多摩市） 

災害ボランティア募集中！ ～多摩市社会福祉協議会～ 
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～水中運動における介助～ 

 

高齢者、障がい者の方が安全に水中運動するための介助方法を学びます。プールでの ボランティア活動

に関心がある方、ぜひご参加ください。 

日時：４月１３日～５月２５日 ※5/4 を除く 毎週水曜日 全６回 午前９：３０～１１：３０ 

場所：多摩市総合福祉センター５階 水浴訓練室  

対象：２０歳以上で、終了後ボランティアとして活動できる方 

定員：１０名(先着順) 

内容：①運動方法の習得 ②介助方法の習得 ③今後の活動に向けて 

講師：大塔松恵・武藤孝子(運動指導員) 

 
 

 
４月以降、ボランティア活動を継続される方はお早めにお近くの窓口で手続を!! 

ボランティア活動に関する相談もお受けします。お気軽にお越しください。 

◆出張相談窓口日程（時間：午後１時３０分～３時３０分） 

日   程 受 付 場 所 

４/６(水) ゆう桜ケ丘 

３/２３(水)、４/７(木) 福祉ショップ「きずな」（多摩センター駅バス停１番前） 

３/２４(木)、４/４(月) トムハウス 

３/２５(金)、４/２(土) ヴィータコミューネ７Ｆ市民活動情報センター 

３/２８(月)、４/９(土) ベルブ永山３Ｆ永山公民館 

３/２９(火)、４/１９(火) 貝取こぶし館 

３/３０(水)、４/１４(木) 愛宕かえで館  

３/３１(木)、４/８(金) ひじり館            

【常時受付】 

１、多摩ボランティアセンター（多摩市総合福祉センター内７階） 

  第２土曜日、日曜日、祝日を除く午前８時３０分～午後５時１５分            

２、多摩ボランティアセンター永山分室（東永山複合施設内Ｂ棟１階） 

第１・３・４・５土曜日、日曜日、祝日を除く午前９時００分～午後５時００分 

 

 

※なお、上記については、計画停電がある場合には、中止することがありますので、何卒ご了承ください。

情報は、随時ホームページでご案内します。 

 

問合せ先：多摩ボランティアセンター 

電話 ０４２－３７３－６６１１   FAX ０４２－３７３－５６１２ 

     

 http://www.tamashakyo.jp/volu/ 
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～教育振興課からのお知らせ～ 
 

「家庭教育学級学習会等実施に伴う保育業務」受託団体募集 
平成２３年度の家庭教育学級学習会等実施に伴う保育業務を受託していただける市民団体を下記の

とおり募集します。 

 

①委託回数  （１）家庭教育学級学習会 約７回（保育 1回平均３時間）程度 

       （２）家庭教育講座 約７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し、市内で活動する市民団体で、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）、またはこの登録用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  多摩市役所教育振興課窓口にて配布（配布期間：４月６日（水）～１２日（火）〔土

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け

取り、見積書を作成のうえ、４月１９日（火）午後５時までに教育振興課窓口に直接

持参。ただし、土日を除く。 

 

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 電話３３８－６９２５  ＦＡＸ３３７－７６２０ 

  

防災情報のメール配信サービスをご利用ください 
   

  市役所防災安全課から地震や台風などの防災関係情報を、あらかじめ登録していただいた 

携帯電話やパソコンへメールで提供します。 

 

 

登録はこちらのＱＲコードから⇒ 

 

 
問合せ先 総務部防災安全課 電話０４２－３３８－６８０２ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
たまりばてぃ通信は、希望する団体・市民向方に 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、市民活動に関する情報等がございましたら、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-nop.org＞ でもご覧いただけます。 

                  ☆ 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＞  


