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 市民活動を支援する多摩 NPO センターについて、開設から７年、改めて今後の役割や機能、運営 

手法などを具体的に検討するために、市民の皆さんにご議論いただくための会議を開催しています。 

今後ＮＰＯセンターが活発に利用されることを目指し、多くの方のご参加をお待ちしております。  

どなたでもご参加いただけます。 ▶ 問合せ先 市民活動支援課事業担当  ℡ ０４２-３７６-８３１２ 

  日時 場所 内容 

第６回会議 ５月８日（木）午後６時３０分～ 
多摩ＮＰＯセンター 

大会議室 

多摩ＮＰＯセンターの施設や機

能などについてグループに分か

れて検討します。 第７回会議 ５月２４日（土）午後６時００分～

※ 会議は本年夏頃を目途に、ＮＰＯセンターの今後の方向性等について検討予定。 

 

 
 
 多摩市社会福祉協議会 ボランティア振興助成事業 

                      
  

多摩ボランティアセンター登録団体「にじいろの会」主催の勉強会です。 

デイサービス、ショートステイ、ヘルパー、福祉用具貸与等の利用について学びましょう。

「考えることは介護予防の第一歩」お友達を誘ってお出かけください。初めての方も大

歓迎です。 

 

日 時：５月２３日（金）13:30～15:30  13:15～受付開始  

場 所：ベルブ永山４階 視聴覚室 

講 師：東部地域包括支援センター  大城忍氏、小出寿美氏、蓑和純子氏 

定 員：５０名 

参加費：１００円（資料代） ※筆記用具持参 

問合せ：多摩ボランティアセンター  ３７３－６６１１ FAX３７３－５６１２ 

 

 

市市市民民民協協協働働働 NNNEEEWWWSSS   

２００８．４．２５＜No.６９号＞

【お知らせ】 いつもご愛読いただきありがとうございます。本号より市民協働 NEWS のタイトルに市民活動情報センター

の愛称「たまりばてぃ」を加え、「市民協働 NEWS たまりばてぃ通信」と改称させていただきました。 

これからも市民協働に関する様々な情報を発信して参りますので引き続きご愛読をお願いいたします。 

【注目情報】 市から業務委託の受託団体の募集情報の掲載があります。その他の情報もお見逃しなく！ 

多摩ＮＰＯセンター運営検討会議（市民会議）の開催について 

 

介護保険の勉強会 パート２ 
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（１）委託回数  ３０回程度（１回平均３時間） 

＊６月１０日（火）が最初の委託予定日 

（２）委託内容  満１歳半以上未就学児を対象、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・土日祝日の開催予定あり。その他詳細は仕様書を参照。 

（３）応募資格  保育活動の実績を有する市内のＮＰＯ団体で、市登録又は登録要件を満たす団体 

（４）応募方法  ５月８日(木)～５月９日（金）午前９時から午後５時までに仕様書をご請求

ください。（見積書の提出日は別途指示） 

            E ﾒｰﾙ fujihira-yoshiko@city.tama.tokyo.jp 

 FAX の場合は、３３７－６００３へ 

      ＜問合せ／永山公民館 ３３７－６６６１＞ 

 

 
 
 
 
 （１）委託回数  ①家庭教育学級学習会 約 11 回（保育 1 回平均３時間）程度 

②（仮称）家庭教育講座 約６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。 

＊平日・土日祝日の実施予定あり。 

・家庭教育学級は、市内幼稚園・小中学校で実施予定。 

・（仮称）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  多摩市役所教育振興課窓口にて配布（配布期間：４月２８日（月）～5 月 

９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１２日（月）

～１９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／電話３３８－６９２５ 教育振興課教育企画担当 

 

「永山公民館主催講座開催時の保育業務」受託団体募集 

＜見積競争方式＞ 

教育振興課「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 ＜見積競争方式＞ 
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企画 
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６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  ６月２日～平成２１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   ２００万円（上限） 

（６）事業説明会 ５月１２日（月）午前１０時から市役所東第３会議室で開催 

（７）応募方法   ５月２３日（金）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（火）午前中に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 

 

 

 ５月１日から１６日まで、内閣府が「地域の元気再生事業」の募集を行います。この事業は、

地域の活性化に取り組む法人等による、地域での主体的な取り組みに対して、立ち上がり段階か

らソフト分野を中心に総合的に支援する制度です。取り組みのテーマに制限はなく、提案者によ

る創意工夫と発想を起点とする、地域に応じた取り組みを幅広く対象としています。 

応募資格者は、地域活性化に取り組む法人（NPO 等）、地方公共団体、地方公共団体を構成員に

含む法人格なき協議会です。 募集の締め切りは ５月１６日 午後５時（必着）です。 

先進的な事業を提案していただき、ぜひ地域の再生にチャレンジしてください。 

 なお、提案内容によっては地方公共団体の推薦が必要になることがあります。多摩市の推薦が

必要な場合は、５月２日までに多摩市の関係所管を通じて企画課にお問い合わせください。 

詳しくは、こちらのホームページをご覧ください。 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/siryou/080401genkiboshu.html 

 なお、問い合わせ先は下記のとおりになります。 

 ＜問い合わせ先＞ ● 内閣官房地域活性化統合事務局首都圏地方連絡室 

        E-メールアドレス ： g.shuto@cas.go.jp 電話番号 ： （048）600-1329 （直通） 

 

 

市民企画運営業務委託「長寿を共に祝う会」市民協働指定事業 

受託団体募集 ＜企画提案方式＞
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●平成 20 年 5 月の「暮らしの相談コーナー」から 

皆様のご支援により平成 20 年度もこのコーナーを継続し、5 月は連休もあり 8 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。詳しい内容や、下記の時間割

とは別に必要の都度ご相談にのって下さる方々のお名前等は、TNC ホームページに掲載し

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

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

5 月 2 日(金) 午前「深田イツ子さんの不登校・引きこもり」 

5 月 10 日(土) 午後「林ともこさんの女性と学生向けのキャリア支援相談」 

5 月 13 日(火) 午後・5 月 27 日(火) 午後「梅村孝治さんの労務・経理」 

5 月 17 日(土) 午前「手嶋俊輔さんの住宅～戸建てから集合住宅」 

5 月 17 日(土) 午後「内海昌三さんの就職・転職活動の支援」 

5 月 24 日(土) 午前「和氣公介さんのパソコンのフォローアップ」 

5 月 24 日(土) 午後「都田浩司さんのハイエージのインターネット」 

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。 

「林ともこさんの女性と学生向けのキャリア支援相談」は、お申し出を受けて、この 4 月

から始めたコーナーで、毎月第 2 土曜日午後に予定しています。 

 

●加藤哲夫さんの書籍 7 冊をまとめて購入しました、ご利用下さい。 

2008 年 3 月 24 日に開催しました「多摩 NPO センター協働講座～加藤哲夫さんを囲んで～」

で、講師・加藤哲夫さん（NPO 法人せんだい・みやぎ NPO センター代表理事）から講演内

容に関連する著書や出版物など 7 冊の書籍をご紹介いただきました。 

ＴＮＣは各 1 冊を購入しましたので、来館してご覧下さい。 

『一夜でわかる「NPO」の作り方』、『市民の日本語』、以下は共著『NPO が社会を変

えられない 5 つの理由』、『NPO?!なんのためだれのため～「NPO と街づくり」現場か

らの本音トーク』 

以下は加藤さんもメンバーの「コミュニティ自立研究会」による各年次報告出版物 

『コミュニティ再生と地方自治体再編』、『コミュニティの自立と経営』、『地域コ

ミュニティの支援戦略』 

 

＜問い合わせ先＞ 多摩ＮＰＯセンター ３３８－１３９６ 

 

 

 

 

たまりばてぃ通信は、希望する団体・市民向けに配信しています。 

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  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 ： 鈴木、田中、加藤

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


