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『多摩ＮＰＯセンター』を「こうしたい」「こうできる？」 

市民活動を応援できる機能や可能性について、楽しく熱く語り合いましょう！ 

＊多摩ＮＰＯセンター運営会議のカフェ事業「アイ-カフェ(inter-cafe:)」とは、市民団

体同士実践を交流し合い「こうしたい」を「もっとこうすると、こうできる」に知る＋

つなげるイベントです。 

 

▽日 時：１２月１７日(土)午後３時～午後５時 

▽場 所：多摩ＮＰＯセンター（西永山複合施設内２Ｆ） 

▽対 象：どなたでも 

▽定 員：５０名（申込先着順） 

▽費 用：一人５００円(資料・茶菓代) 

▽内 容：当センターに求められる機能や可能性を探る意見交換会 

▽主 催：多摩ＮＰＯセンター運営会議 

▽申込・問合せ：市民活動支援課（ヴィータ７階）担当 岡野・宮﨑☎３７６－８３１２ 

多摩ＮＰＯセンター（http://www.tama-npo.org/） 

 
 
 
 
 

 

市市市民民民協協協働働働 NNNEEEWWWSSS   

２０１１．１１．２４＜No１１２＞ 

日頃よりたまりばてぃ通信をご愛読いただきありがとうございます。多摩市の街路樹も色づき始

めました。芸術・スポーツ・食欲・・・そして市民活動の秋です。みなさまはどのような秋をお過ごしで

しょうか。 

市民活動情報センターにも様々な活動の募集やご案内が来ています。どれも楽しそうなワクワク

するような内容です。参加してみたり、ご自身の活動の参考にしてみたり、ぜひ一度市民活動情報

センターで情報収集をしてみてはいかがですか。 

 

アイ－カフェ 

テーマ 多摩 NPO センターの『これまで』と『これから』 

たまりばてぃ通信をご活用ください！！ 

日頃よりご愛読ありがとうございます。 

『たまりばてぃ通信』では、皆さまの活動のお手伝いをしていきたいと思ってい

ます。「うちのサークルではこんなイベントをするので参加者を募集しているよ！」

「こんな活動をしているので一緒に活動できる人募集中！」などなど・・・ 

『たまりばてぃ通信』は市民団体の方々へメールで送信し、その他公共施設では

紙で毎月２５日前後に発行しています。原稿は掲載月の１５日までにメール等でお

寄せください。その後、担当よりご連絡させていただきます。 

みなさま、ぜひご活用ください！！ 

 

http://www.tama-npo.org/
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☆★☆市民活動情報センター協力事業☆★☆ 

作って・すぐ使ってみましょう究極のエコ調理グッズ｢鍋帽子○Ｒ ｣ 

～かぶせて、おまかせ 安全・省エネ・手間いらず～ 

  

火からおろした鍋にかぶせておくと余熱で料理ができあがる、便利でエコな鍋帽子○Ｒ  

を作ります。 

▽日 時 12 月 13 日(火)午前 10 時～午後１時 

▽場 所 市民活動情報センター 

▽定 員 15人(申し込み先着順) 

▽費 用 １，８００円(材料費実費) 

▽持ち物 ボタン１個(直径約２センチ)、長めの針、 

しつけ糸、糸きりばさみ 

▽講 師 多摩友の会会員 

▽保 育 定員５人(１歳以上。申し込み先着順。おやつ代等250円) 

▽協力・申込 市民活動情報センター☎３７６―８３１２ 

▽問合せ 多摩友の会桜ケ丘方面 電話・ファクシミリ ３３８－３４０８（池田） 

携帯 ０８０－１２０７－９９８５（垂井） 
 

 

☆★☆市民活動情報センター協力事業☆★☆ 

旅行介助ガイド養成初級講座 
  

▽日 時 12 月３日(土)午後１時～６時、４日(日)午前 10 時～午後４時(全２回) 

▽場 所 市民活動情報センター 

▽対 象 ２日間参加できる方で、旅好きな方、高齢者・障がい者の外出支援や旅の 

情報提供に携わっている方、興味のある方 

▽定 員 50人(申し込み先着順) 

▽内 容 障がい者、高齢者の広域外出をサポートするための人材養成講座です。 

※修了後、旅行介助ガイドとして登録し、日帰り有償旅行介助からスタートできます 

▽費 用 ５，０００円 

▽講 師 おそどまさこ氏(トラベルデザイナー)、看護師、介護福祉士 

▽申込・問合せ ＮＰＯ法人ジャパン・トラベルボランティア・ネットワーク 

☎３７２－８５０１、Ｅメール(jtvn@womanstravel.net)、 

ホームページ(http://womanstravel.net/) 

 

 

 

 

  

小さな天使主催 

プチ手芸講座 「簡単クリスマスツリー」 
▽日 時 １２月８日(木) 午後１時半～３時 

▽場 所 多摩市総合福祉センター ７階会議室 

▽持ち物 ハンカチ（大粒ビーズをテグスに通します） 

       ※他の用具は用意しています 

▽参加費 ３５０円 

▽申込み 小さな天使（長谷） 電話３１６－８６８５／０９０－４８４３－１６９２ 
   yuri-3kx@docomo.ne.jp

 

 

http://womanstravel.net/
mailto:yuri-3kx@docomo.ne.jp
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～多摩ニュータウン環境組合からのお知らせ～ 
 

「リサイクルセンター事業運営委託」受託団体募集 
 

多摩ニュータウン環境組合では平成２４年度～平成２８年度のリサイクルセンター事業運

営委託の事業者を募集します。公募型プロポーザル方式にて事業者を決定します。実施要項

をご覧下さい。実施要項は多摩ニュータウン環境組合窓口及び多摩ニュータウン環境組合ホ

ームページ（http://www.tama-seisokojo.or.jp/）によりご覧になれます。 

▽募集期間 平成２３年１１月１８日(金)～１２月１５日(木)（１７時必着） 

▽応募方法 郵送 

▽対  象 ＮＰＯ法に規定される NPO 法人格を取得している団体若しくは取得する 

予定の団体で多摩市・八王子市・町田市のいずれかに事業所を置いている団体 

▽問 合 せ 多摩ニュータウン環境組合 〒206-0035 多摩市唐木田二丁目１番地１ 

☎０４２－３７４－６３３１ ／ FAX０４２－３３７－５０６１ 
 

 

 

キラキラ★ママのハッピースクール 

「プリザーブドフラワーde 作る 

クリスマスキャンドルリース」 

▽日 時 12 月 14 日(水)午前 10 時 15 分～11 時 45 分 

▽場 所 ＴＡＭＡ女性センターワークショップルーム 

▽対 象 女性 

▽定 員 15 人(申し込み先着順) 

▽費 用 １，５00 円(材料費込) 

▽内 容 クリスマスのキャンドルリース作り 

▽持ち物 筆記用具、はさみ、持ち帰り袋 

▽講 師 脇阪真理子氏 

(ＮＰＯ法人日本メンタルフローラルアドバイザー普及協会認定講師) 

▽託 児 300 円(おやつ代等、先着８人) 

▽申 込 たまじょＥメールで(yumetama.tamajyo@gmail.com) 

▽問合せ ☎０９０－８０３２－７５９３（井上） 
 

 

 

       ウェブサイト【市民が作る生活安全・安心マップ】 

         の試験公開とお願い 
 

多摩サロンは、平成２１，２２年度「夢たま補助金」を受けて、上記のウエブサイトを開

発しました。目的は多摩市民が生活の中で、丌意に安全、安心が脅かされそうな時、あるい

はいざという時、どのような情報を必要とするのか、それを「防犯」、「防災」、「救急医療」、

「バリアーフリー」、「介護」、「健康・医療」という６つの分野で、ウエブ上で提供すること

にあります。しかし、私たちだけではノウハウが丌十分で、検証もできていません。 

そこで、まずサイトの試験公開をし、ご関心のある市民団体や市民の皆さんから、修正の

望ましい点など、聞かせていただきながら整備を図っていきたいと考えています。 

ついては、多摩サロンサイト ＜URL:  http://salon-tama.net＞をご覧のうえ、ご指

摘くださいますようお願い致します。ご意見・ご要望は、URL のトップページにあるサイ

ドメニュー「お問い合わせ」フォームをご利用ください。 

 

＜問合せ NPO 法人多摩サロン ☎３７６－９２７１（橋本）＞

夢たま補助金 
  

交付事業 
 

 

 

 

 

 

http://www.tama-seisokojo.or.jp/
mailto:yumetama.tamajyo@gmail.com
http://salon-tama.net/
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日時：平成２３年１１月２９日(火) 

午後１時～午後３時(予定) 

会場：多摩市総合福祉センター 

３階多目的フロア 

 出 演  
 

歌謡ショ―        ・磯笛会  

大正琴アンサンブル演奏  ・大正琴 琴景会 

落語           ・花伝亭 物集女
も づ め

 

踊り           ・江戸芸かっぽれ 

ピアノ演奏        ・山下 恭子 

腹話術          ・福和術 かおりん 

三味線・民謡       ・ねぎぼうず 

クイズ          ・中山善助 

ハーモニカ四重奏     ・多摩フィルハーモニカ 

大衆演劇（舞踊）     ・劇団さざなみ 

フラダンス        ・多摩フラガールズ 

 

 
 

           
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
趣味や特技を活かしたボランティア活動をされている皆さんの発表会です。 
施設や地域での行事や日常プログラムなどで披露をしてほしい！という方、ボランティアさ
んと出会い・つながる絶好の機会です。多くの方のご来場お待ちしています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

ボランティアセンターへの問合せ：多摩ボランティアセンター０４２－３７３－６６１１ 

永山分室０４２－３７３－６６４２ 

 

 

 

 

 

 

 

 
たまりばてぃ通信は、希望する団体・市民の方向けに 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-npo.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：岡野、石井 

                       ℡：042-376-8312＜Ｅ-mail：npo-kyodo@city.tama.tokyo.jp＞  

  

入場無料！ 
直接会場へ 
どうぞ！ 


