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 ７月１８日(水)、多摩市役所隣のやまばとホールにて、“元気印の市民協働”を掲げ、多摩市と

多摩ＮＰＯセンターの共催で市民協働研修を開催しました。出席者は１００名を超え、本音のパネ

ルディスカッションが展開されました。ＮＰＯ法人との協働・連携を掲げる自治体や企業が増えて

きている今、ＮＰＯ（ＮＰＯ法人を含む非営利活動団体など）が新しい公共サービスの担い手とな

るための課題やＮＰＯ側、行政側の現状とこれからの協働のあり方についての見識を深めるよい機

会となりました。 

「講演録」を刊行する予定（実費負担）ですので、ご希望の方は多摩ＮＰＯセンターにお申込み

下さい。（℡０４２-３３８－１３９６） 

 

 

 

 

市民活動情報センターは「そろそろ“地域デビュー”のことを考えようかな」「でも、どこで、

どんな活動が行なわれているの？」という方と、実際に活動を始めている方々がつながる“出会い

の場”“情報の収集･発信基地”です。このため、市民の皆様により愛され、親しまれる市民活動情

報センターとなるよう愛称を募集しています。 

☆愛称のイメージ☆ 

  これから市民活動を始めようと考えている方や、自分たちの活動のＰＲを考えている団体に利

用しやすいイメージを与え、呼びやすく、親しみやすい愛称 

☆応募規定☆ 

（１）応募資格は市内在住･在勤･在学者の方 

（２）応募作品は自作で未発表のものに限る 

（３）漢字･ひらがな･カタカナ･英数字等の使用に制限はありません 

（４）１人何点でも応募可能 

☆応募方法☆ 

 郵便または FAX、E-MAIL、市民活動情報センター内備え付けの用紙いず

れかの方法によりご応募ください。 

☆応募時記入事項☆ 

 住所･氏名（ふりがな）･愛称（読み方）･愛称の説明（理由など）を記入してください。 

☆応募締切☆  ８月１０日（金）必着 

 

 

 

去る７月１日（日）関戸公民館市民ロビー及び市民活動情報 

センターにて、平成１８年度に市民提案型まちづくり事業補 

助金の交付を受けた団体の成果報告会が開催されました。 

（交付対象事業の一覧は次のページ） 

 

 

多摩市市民協働研修を開催しました！ 

市民提案型まちづくり事業補助金 
「平成１８年度事業の成果報告会」を開催しました！ 

市民活動情報センター愛称募集中！ 



 

NO
事　業　名
(団体名)

補助
要望額
(円)

要望
補助率

交付
決定額
（円）

決算額
（円）

事業内容（概要）

1

多摩市聞こえと補聴器の相談会
 (特定非営利活動法人

多摩市聴覚障がい者情報活動セン
ター)

158,000 70% 158,000 158,000

日常生活の中で困っている「聞こえの問題」に関す
ることや悩みに対する相談、補聴器のチェックや調
整と使い方のアドバイス、聴力を補う便利な機器類
の展示、紹介、体験を行う。

2

第19回文庫展「子どもと本の広場
～本の世界であそぼう

～」
(多摩市文庫連絡協議会)

414,000 80% 394,000 319,000
子どもの読書ばなれが進む中、本の楽しさ・すば
らしさを「お話会」や「タペストリーづくり」な
ど通して伝える。

3

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営協議
会)

180,000 60% 180,000 177,000
花壇の維持と充実をすることで、「ひじり館」周
辺の住民の和みの場の提供と共同作業を通してコ
ミュニティの輪を広げる。

4

第１６回映画祭
ＴＡＭＡ ＣＩＮＥＭＡ ＦＯＲＵ

Ｍ
(ＴＡＭＡ映画フォーラム実行委員会)

2,500,000 25% 2,500,000 2,500,000

日本映画の活性化と市民による「映画・映像」を
通した“まち”づくりを大きな目的として、若手
映像作家の発掘と映像の街・TAMAを全国にアピー
ルし、活気のあふれる街にする。

5
多摩市消費生活ﾌｫｰﾗﾑ｢消費者ﾌｪｽﾀ｣(仮
称)
(多摩市消費者団体連絡会)

559,000 60% 511,000 511,000
日常の消費生活の中で、市民が安心して暮らせる
ように｢消費者フェスタ（仮称）｣を開催し、健全
な消費生活ができるような啓発活動を展開する。

6
ハッピーママズ･スクール
(ＮＰＯ子育て応援団そらいろのたね)

1,272,000 80% 1,272,000 1,131,000

子育て中の母親が、仲間と共に学び、リフレッ
シュする場の提供。母子ともに健康で豊かな生活
をしていく上で、役立つ講座の開催。（保育付講
座とすることで、母子ともに保育の体験をしても
らい地域の中で子育てをいていく一歩とする）

7

運動会、ﾚｸﾚｰｼｮﾝ等の立案企画とその
実施
(多摩市連光寺/聖ヶ丘地域スポーツ振
興会)

486,000 60% 249,000 249,000
連光寺及び聖ヶ丘地域のスポーツ、及びレクリ
エーションの普及、振興を通じて地域住民のコ
ミュニケーションと健康促進をはかる。

8

「多摩」を音楽で溢れる街にしようプ
ロジェクト
(Ａｒｔｉｓｔｓ Ｌｉｎｋ Ｔａｍ
ａ)

1,221,000 60% 788,000 614,000

｢多摩の音楽｣をひとつのｱｲﾃﾞﾝﾃｨﾃｨとして内外へ発
信することで｢多摩像｣を創り上げ、｢多摩＝音楽に
溢れた街｣というｲﾒｰｼﾞを、地元の各団体の事業に
活用してもらい、ﾈｯﾄﾜｰｸを構築していく。

9
地域住民のスポーツ振興と子どもの健
全育成　(大栗川地域スポーツ振興会)

98,000 60% 74,000 53,000
大栗川流域の住民がスポーツやサマーキャンプな
どの行事を通じて親睦を図り、健康の維持・促進
を図る。

10
東寺方小学校の檜の森に蛍を復活させ
よう　(東寺方自治会)

240,000 60% 240,000 132,000
子どもたちと一緒になって、40年前の蛍が飛来し
た環境を取り戻し、自然を慈しむ心を醸成するこ
とを目的とする。

11
こども古典芸能体験教室
(多摩市古典芸能に親しむ会)

1,240,000 80% 944,000 884,000
古典芸能「能や文楽・歌舞伎、邦楽、日本舞踊な
ど」を子どもたちに伝えることで、伝統文化に対
する理解や関心を深めてもらう。

12

高齢者いきいき祭 グラン多摩フェス
タ２００６
(多摩市高齢者社会参加拡大事業運営
協議会)

300,000 60% 300,000 293,000

高齢者の知恵に学び、市民力を地域で生かすこと
で、高齢者の社会参加を促し、高齢者の生きがい
活動を支援する。それらの活動から、地域福祉の
充実と健康増進、市民文化の発展・向上を図る。

13
地域支え合い支援事業
(特定非営利活動法人　福祉亭)

411,000 60% 259,000 218,000

一人暮らしの方のための冊子づくり。
「助けを求める人」と「助けに手を貸す人」を結
びつけ、地域での支えあいのセーフティネットづ
くりを目指す。

14
多摩市魅力発見市民マップづくり
(多摩ケンケンガクガクの会)

125,000 60% 125,000 51,000

多摩市の自慢したい場所・風景、女性が良く利用
するステキなお店、使いやすい施設など、高齢者
や奥さんの等の目線から、魅力ある多摩市を紹介
する「多摩市魅力発見市民マップ」を作成する。

合
計

 １４件 9,204,000 7,994,000 7,290,000

市民提案型まちづくり事業補助金(平成18年度交付対象事業一覧）



紙はリサイクルの優等生。５回も生まれ変わるんだから燃やさないでね。

買い物のレシート（感熱紙は不可）や割り箸の袋は貴重な資源です。  

エコミちゃん 

 
 

 

 

 

 

バルーンアートで、作る楽しみと喜んでもらう楽しみを体験してみましょう！ 

☆第１回 「バルーンアートでボランティア！」 

バルーンアート体験。どんなものが出来るのかな？ 

▽日 時 ８月２３日(木) ９：３０～１２：００ 

場 所 多摩ボランティアセンター永山分室 

参加費 ３００円（作品を持ち帰ります） 

指導・協力 大妻女子大学バルーンアート同好会「ばろん。」 

☆第２回 「バルーンアートでボランティア！ 

～総合福祉センター訪問～」 

デイサービスで交流・バルーンアートを作って 

プレゼントしよう！ 

日 時 ８月２７日(月) １３：００～１６：００ 

場 所 総合福祉センター７階 

多摩ボランティアセンター他 

参加費 １００円 

協 力 総合福祉センター･デイサービスセンター 

☆第１・２回とも共通 

▽対象 小学３年生～中学生 ▽定員 １０名(先着順)２回とも参加できる方優先 

▽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 

 

 

 

 

あなたが今持っているパソコンの技術を活かしてボランティア活動をしてみませんか。 

パソコンボランティアに必要な機器・ソフトの紹介や体験を行います。 

▽日 時 ８月２５日(土)～９月１５日(土) ＊毎土曜日(全４回) １３：３０～１５：３０ 

▽場 所 市民活動情報センター（ヴィータ・コミューネ ７階）他 

▽対 象 障がい者へのパソコンサポートに関心があり、パソコンでのインターネットやＥメー

ルができる方。全回出席できる方 

▽定 員 ２０名(申込順)  ▽参加費 1,000 円（資料代・保険料） 

▽共 催 島田療育センター、情報ボランティアの会（八王子）、東京光の家 

▽協力団体 多摩市障害者福祉協会 多摩市障がい者支援センター「のーま」 

▽主催・申込み・問合せ 多摩ボランティアセンター ０４２―３７３―６６１１ 

 

 
 

(環境推進課) 

 

 

 

 

本類、お菓子の箱やティッシュの箱、チラシ、メモ、カタログ、トイレットペ

ーパーの芯（ラップの芯、硬いものはだめ）、パンフレットは第２･４水曜日の雑誌・雑紙

の日に出してください。シュレッダーにかけた紙吹雪状に裁断された紙は繊維が切れるた

めに資源になりません。 

細長く裁断された幅５ミリ以上長さ６センチ以上（つまよう枝の紙）は再生可能です。 

 

小・中学生集まれ！「ボランティア探検隊～私たちにできること」 

バルーン（風船）アート（全２回） 

♪大妻女子大学バルーンアート

同好会「ばろん。」とは？ 
子どもから大人まで、幅広い年齢

層の方と楽しくバルーンアートを行
っています。バルーンアートを通じ
て地域の子どもたちと交流し、交流
を通じて地域貢献活動を行っている
同好会です。 

        

♪多摩市総合福祉センター 

「デイサービスセンター」とは？ 
介護保険で受けられる居宅介護サ

ービスのデイサービス（通所介護）
です。自宅からの通い入浴や食事な
どを提供しています。高齢者同士の
交流の場としても利用されていま
す。 

 

パソコンボランティア入門講座 
～パソボラってどんな活動？！ 



 

 

●８月１０日(金)～１１日(土)にＴＮＣで第３回夏のイベント 

今年も「夏休み子どもと大人のイベント のりもの好きあつまれ２００７」

を実施します。鉄道模型（Ｎゲージ）で遊ぼうを大会議室で、プラレールをフ

リールームで実施します。ペットボトルロケットはオープンスペースで作成し、

ＴＮＣのある西永山複合施設の校庭で打上げます。ペットボトルロケット作成を希望の方は、電話

でＴＮＣ事務局に事前にお申込み下さい。両日とも先着１０組まで。材料費として実費１基分８０

０円を負担頂きます。時間は両日とも１０時３０分から１６時までです。小学生３年生以下の参加

には保護者の方の同伴をお願いします。（作成したペットボトルロケットは、お持ち帰りいただけ

ます）ペットボトルロケット作成以外は申込不要で当日ご参加下さい。 

（ ０４２-３３８－１３９６） 

 

 

●平成１９年８月の「暮らしの相談コーナー」から 
平成１９年度も引き続き、皆様のご支援によりこのコーナーを継続いたします。 

８月も１１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。詳しいスケジュール等は

ＴＮＣホームページに掲載しています。コミュニティセンターや老人福祉館、多摩市市民活動情報

センター等には、「暮らしの相談コーナー」時間割を挟み込んだＴＮＣパンフレットを陳列し、毎

月差し替えています。 

（午前は、１０:３０～１２:３０ 午後は、１３:３０～１５:３０の開催です。） 

８月 ３日(金) 午前「深田イツ子さんの不登校・引きこもり」 

８月 ４日(土) 午前・８月１８日(土)午前「手嶋俊輔さんの住宅～戸建てから集合住宅」 

８月 ４日(土) 午後「山中康廣さんの住まいのリニューアル」 

８月 ７日(火) 午前「小池松弘さんのよろずパソコン」 

８月１４日(火) 午後・８月２８日(火)午後「梅村孝治さんの労務・経理」 

８月１８日(土) 午後「内海昌三さんの就職・転職活動の支援」 

８月２５日(土) 午前「和氣公介さんのパソコンのフォローアップ」 

８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」 

８月２８日(火) 午前「関口紀昭さんの初心者のためのパソコン相談」 

 

事務局では、暮らしの相談コーナー相談員を担当したいとのお申し出をお待ちしています。 

（ホームページのアドレス：http://www.tama-npo.org/） 

 

 

 

 

 

市民協働 NEWS は、希望する団体・市民向けに配信しています。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）。  
 

市民協働 NEWS は多摩 NPO センターHP ＜ http://www.tama-npo.org ＞でもご覧いただけます。  
 

連絡先 多摩市くらしと文化部市民活動推進課事業担当  

(聖蹟桜ヶ丘駅前ヴィータ・コミューネ 7F)     担当 鈴木、加藤 

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


