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「(仮称)多摩ＮＰＯセンター運営会議」委員を募集します 
 

「多摩ＮＰＯセンター運営検討市民会議検討まとめ（平成２０年７月）」の提言内容を踏まえて、

昨年１０月から、「（仮）センター運営検討会議準備会」を開催してきました。 

準備会は、本年４月からの｢多摩ＮＰＯセンター運営会議｣の正式発足に向け、会則(現時点での

案)を作成しました。（３月５日から公式ＨＰに掲載し、多摩ＮＰＯセンター等で配付予定です）。 

準備会では、会則(案)の中にある「目的」（下記参照）に賛同し、会議の委員として参画してい

ただける市民団体を募集します。 

市民の手による多摩ＮＰＯセンターのさらなる発展に向け、市民団体の皆さん、是非ご応募く

ださい！ 

■会議の目的 

   本会議は、市民連帯のネットワークを築き、地域や社会を変えていく形と力を生み出す多摩Ｎ

ＰＯセンターを実現するため、センターの運営に関する必要事項を決定することを目的とします 

■応募資格 

多摩市内またはその近隣で活動し、会議の目的に賛同する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 

■応募は各団体から原則１人でお願いします 

■任期 １年間の予定 

■第１回会議予定 ３月２８日(土)午後２時～ 於 多摩ＮＰＯセンター（西永山複合施設内） 

■報酬・謝礼はありません。 

■申込締切   ３月２３日（月） 

■申込・問合せ （仮）センター運営検討会議準備会 

（連絡先）市民活動支援課事業担当☎（３７６）８３１２ 

 
 

 

「総合福祉センターまつり」を開催します！ 
～福祉まつり＆第１９回春の発表会＆福祉大会～ 

 

開催期間： ２月２５日(水)～２月２８日（土） 
会場は多摩市総合福祉センター（唐木田駅より徒歩 7 分・送迎バス有）です。 

皆様のご来場をお待ちしております。 

期間中の主なイベント：◆プレイベント（劇団による悪質商法撃退！寸劇、講演を通じてお伝えします）、

◆春の発表会（高齢者の活動発表会）～発表・展示・即売～、◆ボランティア団体による体験イベン

ト、◆視覚障害者協会によるマッサージ、◆スタンプラリー、◆福祉大会（式典、映画「筆子その愛～

天使のピアノ」上映）  ※ プログラム詳細は、２ページをご覧ください 

問合せ： 社会福祉協議会 法人管理課 事業係  TEL 042(373)5655 

（〒206-0032 多摩市南野 3-15-1 多摩市総合福祉センター7 階）

市市市民民民協協協働働働 NNNEEEWWWSSS   

２００９．２．2４＜No.７９号＞

いつもご愛読いただきありがとうございます！徐々に春の足音が近づいてきましたね。体調を整え元気に過ごしましょう。

「たまりばてぃ通信」は市民協働等に関する様々な情報を発信しています。引き続きご愛読をお願いいたします。 

【掲載情報】市から業務委託受託団体募集の情報が 5 件あります。その他募集情報やイベント情報も要チェックです。 
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「総合福祉センターまつり」案内 
～福祉まつり＆第１９回春の発表会＆福祉大会～ 

部・場所 日   時 内    容 

オープニングイベント 

（3 階多目的ﾌﾛｱ） 
２／２５(水) 

10：00～10：30 和太鼓衆「雅武者」による和太鼓の演奏 

10：30～12：00 劇団ノルテによる「悪質商法撃退法」（寸劇） 

発表の部 

（3 階多目的ﾌﾛｱ） 

２／２５(水) 13：00～16：00 舞踊、三味線、社交ﾀﾞﾝｽ、太極拳、大正琴、福祉機器

紹介、社協事業紹介等 

２／２６(木) 9:30～16:00 カラオケ発表会、社協事業紹介 

２／２７(金) 9:30～16:00 ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ、ｺｰﾗｽ、ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ、社交ﾀﾞﾝｽ、体操、英語合

唱、太極拳、ﾌﾗﾀﾞﾝｽ、百人一首、福祉機器紹介、社協

事業紹介等 

２／２８（土） 9：30～12：30 本の朗読、手話、民謡、ﾌﾗﾀﾞﾝｽ、福祉機器紹介等 

展示の部 

（3 階通路壁面、6 階

集会室及び創作室、7

階研修室） 

２／２５（水）～２／２８(土) 

9：30～16：00(最終日 15 時迄) 

絵手紙、油絵、書道、陶芸、編物、俳句、染物、籐工

芸、折り紙、社協事業紹介、総合福祉センター内高齢

者及び障がい者施設による作品展示等 

お茶会 

（6 階寿の間） 

２／２６(木)・２７(金)※2 日間 

10：30～15：00 

お茶会※お茶券（１服 300 円）を３階センター事務室に

て２月２日（月）より販売。 

即売（バザー）等 

（3 階ﾌﾛｱ） 

２／２５（水）～２８（土） 

10：00～15：00 

陶芸品販売、パソコンによるカレンダー作成、紙すき

製品販売、福祉機器展示・紹介・相談コーナー等 

イベント 

（3 階多目的ﾌﾛｱ、3 階

いこいの広場、アクア

ブルー多摩） 

２／２５（水）～２８（土） 

9：30～16：00(最終日 15 時迄) 

スタンプラリー 

２／２５（水）～２８（土） 

10：00～16：00 

高齢者の方向け水着展示・販売（アクアブルー多摩 3

階交流スペースにて実施） 

２／２５（水）～２７（金） 

11：00～12：30 

高齢者対象水中運動教室（アクアブルー多摩温水プ

ールにて実施） 

２／２６（木）～２８（土） 

14：00～15：30 

高齢者対象水泳ワンポイントレッスン（アクアブルー多

摩温水プールにて実施） 

２／２６（木）12：50～13：20 調整中 

２／２７（金）・２８（土） 

10：00～15：00 

アイロンビーズ作り 1 回 100 円（アクアブルー多摩 3

階交流スペースにて実施） 

２／２７（金）12：00～13:00 パルテノン多摩訪問コンサート 

２／２８（土）11：25～12:25 大江戸ダンス 

２／２８（土）10：00～15:30 視覚障害者福祉協会マッサージ友の会によるリフレッ

シュマッサージ 

２／２８（土）10：00～13：00 ボランティアミニ体験（点字体験、障がい者用パソコン

機器の紹介、水中運動ボランティア体験等） 

２／２８（土）9：00～14：00 もみじ亭調理講習会 

２／２８（土）13：30～17：30 「福祉大会」 

第1部 式典 

第2部 映画「筆子・その愛－天使のピアノ－」副音

声・字幕付き上映 
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業業務務委委託託・・受受託託団団体体募募集集ののおお知知ららせせ  
 

 

「公園駐車場及びよこやまの道トイレの開閉業務」受受託託団団体体募募集集 

平成２１年度業務委託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。 

なお、この契約は平成２１年度歳入歳出予算が平成２１年３月３１日までに多摩市議会において可決さ

れた場合に、平成２１年４月１日に確定するものです。 

 

①委託期間  平成21年4月1日～平成22年3月31日  

②委託内容  ・公園駐車場（１8ヶ所）の出入り口を、朝は8時30分までに開け、夕方は各公園の 

閉鎖時間（17～21時）から１時間以内に閉める業務。放置車両がある時は、連

絡等の対応業務があります。  

・よこやまの道に設置されているトイレ3ヶ所の開閉業務。  

③応募資格  市内の市民団体で、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）またはこの登録要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  ３月９日（月）より市役所東庁舎１階・みどりと環境課で仕様書を配布、 

３月16日（月）午後５時までに見積書を提出してください。  

⑤選定方法  見積競争方式  

⑥問合せ・提出先    みどりと環境課  ℡ ３３８－６８２７  

 

 

「関戸公民館主催講座開催時の保育業務」」受受託託団団体体募募集集 

平成２１年度 関戸公民館主催事業の開催時間に保育を行う際の、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。 

 なお、この契約は平成２１年度歳入歳出予算が平成２１年３月３１日までに多摩市議会において可決され

た場合に、平成２１年４月１日に確定するものです。 

 
（１）委託回数  １３回程度（１回平均３時間）。 ※ ４月１７日（金）が初回の委託予定日 

（２）委託内容  満１歳半以上の未就学児を対象とした保育の実施 

          保育従事者の配置要件：幼児４人以下／保育者２人・幼児５～８人／保育者３

人・幼児9～10人／保育者4人 保育者のうち一人は保育士資格の有資格者（他

は保育経験者）とする。 

（３）応募資格  保育業務の実績を有し、市内に事務所のある市民団体で、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）またはこの登録要件を満たし

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  関戸公民館窓口にて配布（配布期間：3 月 13 日（金）～3 月 19 日（木）の午前 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、3 月 26 日（木）午後 5 時までに関戸公民館窓口に直接持参。 

（５）選定方法  見積競争方式 

＜問合せ＞   関戸公民館 ＴＥＬ ３７４－９７１１ 

 

２ 

１ 
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「TAMA 女性センター講座開催時の保育業務」受受託託団団体体募募集集 

 

平成２１年度のＴＡＭＡ女性センターの講座開催時の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。 

 なお、この契約は平成２１年度歳入歳出予算が平成２１年３月３１日までに多摩市議会

において可決された場合に、平成２１年４月１日に確定するものです。 
 

①委託回数  約２０講座（１講座平均３時間）程度。 

②委託内容  満１歳以上未就学児の保育。保育定員は１０人、保育従事者数は保育児４人以下では

２人、５～８人では３人、９～１０人では４人配置とし、配置数のうち原則として１人以上

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・夜間あり。

（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）、またはこの登録要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  ＴＡＭＡ女性センター窓口にて配布（配布期間：3 月 13 日（金）～3 月 19 日（木）の午前

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、3 月 26 日（木）午後 5 時までにＴＡＭＡ女性センター窓口に直接持参。 

⑤選定方法  見積競争方式 

 ※ 年度最初の保育委託予定日：４月１８日（土）（時間は午後１時から 5 時）予定 

＜詳細問合せ＞ ＴＡＭＡ女性センター ＴＥＬ ３５５－２１１０  ＦＡＸ３３９－０４９１ 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

・転入者ごみ分別説明業務委託 ・リユース食器貸出管理業務委託 

平成２１年度業務委託を受託していただける市民団体を５ページ記載のとおり募集します。 

なお、この契約は平成２１年度歳入歳出予算が平成２１年３月３１日までに多摩市議会にお

いて可決された場合において、平成２１年４月１日に確定するものです。 

 

エコミちゃん 

３ 
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「転入者ごみ分別説明業務委託」 受受託託団団体体募募集集 

市役所本庁舎市民課ロビーにごみ分別説明員を配置し、転入者及び来庁者にごみの分別・減量に

ついて啓発を行います。市の市民協働事業の一環として、毎年、市ＮＰＯ登録団体に業務を委託し

ています。 

つきましては、平成２１年度４月からの業務の受託を希望する市民団体を以下のとおり募集し、

下記の日程で委託内容の仕様書を配布いたします。 

 

○ 委託内容 「転入者ごみ分別説明」業務委託 

※ 年間を通して、午前９時～午後５時（昼休憩なし）まで市役所本庁舎 

市民課ロビーに説明員を常駐させる。 
○ 応募資格 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）またはこの登録要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 

○ 配布期間  平成２１年２月２４日（火）～３月１３日（金） 

○ 提出日   平成２１年３月１７日（火） 午前中 

○ 配布場所  多摩市立資源化センター（エコプラザ多摩）管理棟２階 

〒206-0024 多摩市諏訪６－３－２  

℡０４２－３３８－６８３６ 

 

「リユース食器貸出管理業務委託」 受受託託団団体体募募集集  
 

 お祭りなどのイベントで、繰り返し使うことができるリユース食器の無料貸出を行います。貸出

管理業務（貸出事務、洗浄・保管、ＰＲ等）を市民協働事業として、市ＮＰＯ登録団体に業務を委

託します。 

こちらにつきましても、平成２１年度４月からの業務の受託を希望する市民団体を以下のとおり

募集し、下記の日程で委託内容の仕様書を配布いたします。 

 

○ 委託内容 「リユース食器貸出管理」業務委託 

※ 年間を通して、基本的に週２回、リユース食器の貸出事務及び返却された

食器の検品・洗浄・殺菌作業をする。また、リユース食器のＰＲも行う。 

○ 応募資格 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）またはこの登録要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 

○ 配布期間  平成２１年２月２４日（火）～３月１３日（金） 

○ 提出日   平成２１年３月１７日（火） 午前中 

○ 配布場所  多摩市立資源化センター（エコプラザ多摩）管理棟２階 

〒206-0024 多摩市諏訪６－３－２  

℡０４２－３３８－６８３６ 

 

       ※ ４ページ下段記載の文章もご確認ください 

問い合わせ・提出先：多摩市 くらしと文化部 ごみ対策課 減量推進担当 長谷川 

            Tel０４２－３３８－６８３６ fax０４２－３５６－３９１９ 

５ 

４ 

４・５共通 
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 ＮＰＯのためのビジネス基礎講座 

「支援者を増やすコミュニケーションを学ぼう！」 

＜参加者募集＞ 

ＮＰＯが、企業、行政、市民からの理解と支援を拡大するために、 

基本的なビジネス・マナー（電話のかけ方、訪問の仕方、名刺の渡し方など）や、 

プレゼンの仕方など、ビジネスでのコミュニケーションの基礎を 

プロのトレーナーであり、企業で広報や CSR も担当する講師から学び、 

ＮＰＯ活動での応用を考えます。 

 

○日 時：３月６日（金）19:00～21:00 

○会 場：東京ボランティア・市民活動センター 10 階 会議室 

          (JR 総武線・飯田橋駅に隣接する 「セントラルプラザ」 の 10 階です) 

○講 師：社団法人 日本秘書協会 理事 河田 えり子 氏 

○参加者：ＮＰＯ（NPO 法人、市民活動団体、福祉施設などの民間非営利団体）関係者８０名 

○参加費：無料 

○申込み方法：「ビジネス基礎講座に参加希望」と明記の上、 

①氏名②団体名③連絡先（所在地、電話番号、FAX、E メールアドレス）を 

３月 1日（日）までに、 

東京ボランティア・市民活動センターまで FAX または E メールでご連絡ください。 

ホームページから申込み可能です。http://www.tvac.or.jp/news/14722.html 

 

◆この件の問い合わせ・申し込み先： 

   東京ボランティア・市民活動センター NPO 組織強化プロジェクト担当（河村、近江） 

    〒162-0823 新宿区神楽河岸１－１ TEL:03-3235-1171  FAX:0303235-0050 

    E-mail: center@tvac.or.jp     URL: http://www.tvac.or.jp 

※会場は本センターの入っているセントラルプラザ内です。

http://www.tvac.or.jp/page/tvac_access.html 

※個人情報の扱いは本センターの方針に基づき、適切に管理させていただきます。

http://www.tvac.or.jp/page/site_privacy.html 
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市民防災講座第２弾 災害がおこったら…私たちの取り組み 終了しました！ 

 

大勢の方々にご参加いただき、ありがとうございました。地域・立場の違う方々の話を聞き、災害時

に備えて普段からのつながり、地域連携の大切さなど新たな発見がたくさんありました。来年度もみな

さんと共に取り組みを深めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなさんの小さな活動を大きな力に！～収集箱設置しています～ 

 

  使用済み切手・各種プリペードカード・ベルマークの収集にご協力ください。 

《設置場所》 市民活動情報センター、市役所 1F ロービー(案内カウンター横)、福祉センター3F,6F,7F、

福祉ショップ、創業支援センター、永山公民館、コミュニティセンター（関・一つむぎ館、

ゆう桜が丘、トムハウス、こぶし館、ひじり館、） 

       南部地域病院、聖の郷、南農協多摩支店、 

郵便局（本局、永山局、貝取北局） 

《収集協力》 学校（北貝取小、連光寺小、聖ヶ丘小・中、桜の丘学園、中央大学） 

啓文堂、東京三菱銀行多摩センター支店、CRI ミドリウェア、ベネッセ、 

タウンハウス貝取管理事務所、ぷりま、ライフデザイン、健康センター、 

シルバー人材センター、ちいろばの家、連光寺福祉館、ケル、教職員組合 

                          他 

 
 

…参加者の感想より… 

阪神、淡路大震災におけるボランティアの話は、災害時に私たちが

置かれる状況が具体的によくわかった。時間と共に変化する被災者

とボランティアの関係等について参考になった。 

具体的な話が聞けてよかった。多摩市の現状が市民全員に届くとよ

いと思う。 

行政に１００％望むのではなく、それぞれの立場の細部の問題点は

自主努力で補うべきだろう。 

収集箱を置かせてください。 

市内の学校・企業・施設・病院・店舗・団体・ 

サークルのみなさまぜひ、ご協力ください。 

多摩市社会福祉協議会 

多摩ボランティアセンター永山分室 

  ０４２－３７３－６６４２ 
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●平成 21 年 3 月の「暮らしの相談コーナー」から 

3月は 12 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。） 

 

3 月 4 日(水) 午前「小池松弘さんのよろずパソコン」 

3 月 6 日(金) 午前「深田イツ子さんの不登校・引きこもり」 

3 月 7 日(土) 午前・3月 21 日(土)午前「手嶋俊輔さんの住宅～戸建てから集合住宅」 

3 月 10 日(火) 午後・3月 24 日(火)午後「梅村孝治さんの労務・経理の相談」 

3 月 12 日(木) 午後・3月 26 日(木) 午後「岡田修一さんの住まいのよろずトラブル」 

3 月 21 日(土) 午後「内海昌三さんの就職・転職のための支援」 

3 月 24 日(火) 午前「多摩パソコンナロンの初心者のためのパソコン相談」 

3 月 28 日(土) 午前「和氣公介のパソコンのフォローアップ」 

3 月 28 日(土) 午後「都田浩司さんのハイエージのインターネット」 

 

平成 21 年度は、多摩市がＴＮＣの業務委託を施設管理に絞りましたので、上記の「暮らしの相談コ

ーナー」は中止となります。変更内容の詳細は、追ってお知らせいたします。 

 

＜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 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  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、田中、加藤

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

 

 


