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さぽせんキッズタウン”ゆめみはら”とは？

子どもスタッフとＮＰＯ団体が企
画し、運営する仮想のまち。子ど
もたちはここでの様々な体験を通
して、実際のまちについて遊びな
がら学び、まちの一員（市民）と
して自ら行動し、まちづくりに参
画していくことを体得します。
また、学区を超えた異年齢のこど
も同士、団体の大人たちとのコ
ミュニケーションを通して、自立
心や社会性を養い、働く楽しさや
大変さを学んでいきます。

開催目的

①次世代を担う子どもたちが、企業・行政、そして社会の
様々な課題に取り組むＮＰＯの仕事を、仮想のまちの中で
体験し、社会の仕組みに触れる機会を提供します。

②ＮＰＯ団体が「キッズタウン」を通して、企業・行政等、
多様なセクターと連携を図り、団体の活動の広がりを構築
する場とします。

③シニア世代の利用者が多い市民活動サポートセンターに、
子どもや保護者の方々が利用できる機会を創出し、多世代
間の交流が図れるセンターづくりを目指します。
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子どもたちが
考えた

まちの名前



◆開催日時 201６年７月3１日（日） 10：00～16：00

◆開催場所 けやき会館2Ｆ 大研修室・中研修室

〃 3Ｆ セミナールーム１.２、第1中会議室

〃 3F さがみはら市民活動サポートセンター

◆対 象 主に市内全域の小学生 4年生～6年生

◆定 員 10０名（応募者多数の場合は抽選：応募者数511名）

◆参 加 費 500円（材料費）

◆参加者総数 266名

◇子ども：137名（内キッズスタッフ２０名）

各区の参加人数 男女別

学年別 ◇保護者・見学者：50名

◇おとな：79名

出展者：25者 ５0名 ◇ボランティア＆スタッフ

◆運営組織

◇主催：さがみはら市民活動サポートセンター

（管理・運営：相模原市・NPO法人さがみはら市民会議）

◇運営：さぽせんキッズタウン“ゆめみはら”2016実行委員会

◆後 援 相模原市教育委員会

相模原市自治会連合会

事業概要

南区 中央区 緑区 その他

52 60 24 1

4年生 5年生 ６年生

71 34 32
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男子 女子

63 74

市民活動
団体

企業
行政関連
機関

11 7 7

ボランティア＆スタッフ

29

保護者・見学者

50



さぽせんキッズタウン“ゆめみはら”の
企画・運営

【企画・運営】
◆さぽせんキッズタウン“ゆめみはら”2016実行委員会
・おとなスタッフ：さぽせん登録団体・行政・企業の賛同者10名
・キッズスタッフ：小学４～６年生の応募者20名

【開催までの流れ】
◆おとな会議

◇キッズスタッフ募集 4/28～5/20

◆第１回 ５/28（土）キッズ・おとな会議
・自己紹介
・キッズタウンにあったらいいものを考えよう？WS
・昨年「こうすればよかった事」を解決しよう！

◇キッズタウン参加者募集 6/1～6/30

◆第２回 ６/11（土）キッズ・おとな会議
・通貨ユメミーのデザインを考えよう！
・キッズタウンにあったらいいもの！

チーム結成＆企画会議
*まち案内センターの運営（マップ・案内板づくり等）

*ゲームパーク運営と新ゲームの考案
*じゃがいもレストランのメニュー開発と試作
*雑貨ショップの装飾と運営

◆第３回 7/  2（土）キッズ・おとな会議
◆第４回 7/16（土）キッズ・おとな会議
チームごとに準備作業

◆前日準備 7/30（土）
チームごとに準備作業

◆キッズタウン当日 7/31（日）

◆第5回 9/3（土）キッズ・おとな会議
反省会 WS

ショップの開店準備に大忙し じゃがいもの皮むきは大変！

新ゲームを考案中！

グループで意見を出し合って
活発に意見交換

楽しかった事!  こうすればよかった事！

ショップの看板をつくろう



受け付け

さぽせんキッズタウン”ゆめみはら”のシクミ

遊びに来る子ども市民

遊び方 説明

「まち」に入る

銀 行

お仕事紹介
センター

「まち」のお店

まずは、“ゆめみはら”に入るために

お給料をもらう

お仕事をする

“パスポート”をチェック
必要最小限のおカネ
（ユメミー）をもらう

全員でまちのシクミを学ぶ

お仕事を探す

何度でもお仕事ができます

買い物をする
遊ぶ ・ 習う

税務署

税金を払う
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お店・公共施設など 内 容 場 所

公
共
施
設

市役所 （市民登録）
市民登録の受付
パスポートの交付

２Ｆ
エントランス

お仕事紹介所
仕事内容の説明や紹介
お仕事カードを渡す

２Ｆ
大研修室

クリーンセンター
まちなかの清掃作業
ごみの分別推進

〃

消防署
消防服を身につけ消防訓練を行う
命を守るロープの結び方を練習する

〃

税務署
税金を計算して徴収
税の使い道を説明する

３Ｆ
セミナールーム２

企
業

銀行
パスポートのお仕事記録を確認して給料を計算
計算した給料を現金で支払う

〃

新聞社
取材のコツを伝授
まちのなかを取材して記事を書く、校正、新聞発行

２Ｆ
大研修室

テレビ局
取材のコツ、ビデオ・マイク等機材の扱いを伝授
まちなかインタビュー、ＬＩＶＥで映像を配信する

〃

ラジオ局 ＦＭ放送局でアナウンサーとして原稿を読む 〃

旅行会社
ツアー客（保護者や大人の見学者）を募集し、
まちのなかをガイドする

〃

製
造
・販
売

プリクラ写真館
「ミウル」と一緒に写真を撮る
カメラマンになる

３Ｆ
セミナールーム２

おもちゃの修理 おもちゃドクターとして、おもちゃを修理する ３Ｆ
セミナールーム１

組み紐製造
組み紐でブレスレットを作る
ショップに卸して販売してもらう

〃

キッドで通電体験
電線ストラップ制作

電機部品のキッドで通電体験
電機部品の電線でストラップを作る

〃

工務店
リフォーム・建築

大工さん体験
ベンチ作り・襖の張替を行う

〃

ハンドメイドショップ
工房や会社で製造された商品を仕入れて
販売する

〃

工
房

点字コースター作り
かわいい模様をカッティングして点字入りのコース
ターを作る ショップに卸して販売してもらう

〃

パステルカード作り
パステルカラーを使ってカードを作る
ショップに卸して販売してもらう

〃

“ゆめみはら”の中にある、お店や施設 （1）
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お店・公共施設など 内 容 場 所

ゲ
ー
ム
パ
ー
ク

スキージャンプ
ゲーム

ダンボールで作ったジャンプ台からジャンパーが
滑った距離を競う

２Ｆ
中研修室

ペットボトル
カーレース

ペットボトルで作った車で走った距離を競う 〃

マグネットダーツ
マグネットがついたダーツを３本投げて、合計点を
競う

〃

輪投げ 輪を３回投げて、入った点数を競う 〃

フ
ー
ド
コ
ー
ト

ホットケーキ
ホットプレートでホットケーキを焼く
トッピングして販売

３Ｆ サポセン
オープンスペース

じゃがいもレストラン
“ポテ・ポテト カフェ”

「いももち」を調理、販売 〃

お楽しみカステラ
たこ焼き器でカステラを焼く
ラッピングをして販売

〃

ポップコーン
＆ドリンク

ポップコーンメーカーでポップコーンを作り
計量・袋詰めをして販売 ＆ドリンクのカップ販売

〃

おにぎり＆麦茶 おにぎりと麦茶の販売 〃

カ
ル
チ
ャ
ー

フラのレイ作り教室 フラのレイで髪飾りを作る ３Ｆ
セミナールーム２

おりがみ教室 おりがみおじさんが様々な折り方を教えてくれる 〃

生け花教室 お花の生け方を習う 〃

そ
の
他

ゆめみはら自治会 まちの中を防犯パトロール ２Ｆ 大研修室

まち案内センター マップ＆案内板を掲示する 〃

子どもサポート
センター

まちの困りごとの調査と相談受付
解決に向けてアドバイスを行う

３Ｆ サポセン
オープンスペース

“ゆめみはら”の中にある、お店や施設 （2）
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“ゆめみはら”のマップ



写真
～オープニング～ ワクワク！ドキドキ！

会場案内マップもキッズスタッフの手づくり！！

今年は、キッズスタッフが自ら希望して
“まちのシクミと遊び方”を説明しました☞

けやき会館２階で、
受付開始！！
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オープニングはキッズスタッフが司会進行を務めました☞

保護者の方々は、別室でLIVE映像を
見ることができます



写真 お仕事探しにGO! 
～お仕事紹介所・銀行・税務署～

≪お仕事紹介所≫

お給料をもらったら
税務署で税金を払おう！
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お仕事が決まったら「求人票」を持って
「お仕事紹介所」に登録しよう～

☜ 銀行員の方からお札の
数え方をおしえてもらうが・・・

お仕事が終わったら
銀行でお給料を

もらおう！

≪ゆめみはら銀行≫

≪ゆめみはら税務署≫

いろんな

お仕事が
あるなぁ・・

将来は、銀行員に！？

む、むずか
し～い・・・

税金は何に
使われてる
のかな？



写真
～お仕事風景 ①～

12

タウンニュースゆめみはら版 号外２

≪ＦＭゆめみはら≫
ちびっこアナウンサーが大活躍！

≪ゆめみはらトラベル≫

≪ゆめみはら消防署≫

≪ゆめみはらテレビ局≫

≪タウンニュースゆめみはら≫

日頃の訓練が大切！

☝ただ今、
子ども記者が取中！

相模原市の自治会
連合会長さんも 「な
かなかやるな～」

☟まずは、しっかりとレクチャーを受けて、いざ、取材に！

さっそく、記事にしよう！

撮影終了後はモニターでチェック

☜

どこを案内
するか？
下調べを
しよう

☜ゆめみはらでは、
保護者や見学者の方々を
キッズのツアーコンダクター
が案内します！

「このロープが自分
の命を守るんだ！」



写真
～お仕事風景 ② ～

☝カラフルな色の電線でストラップを作ろう！

≪おもちゃの病院≫
おもちゃドクター体験！
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組みひもで
ブレスレットを
作ろう

完成品は
とあるバス停に
置かれています

世代間交流が
進んでいますね

≪電線ストラップ工房 中村電機≫

≪スマイル工房≫
大工さん体験
ベンチ作りにトライ！

≪くみひも屋 イノウエ≫

☟配電盤に電気が通電すると、ジャンケンゲームができるよ



写真
～お仕事風景 ③～

「Zakkaショップ」では
会社や工房でつくった
製品を仕入れて
販売しています

14

≪ゆめみはらコースター工房≫
カワイイ模様をカッティングして

コースターを作ろう

≪ポストカード工房 COCONET ≫
パステルカラーのカードを作ろう

≪Zakkaショップ≫

「お買い上げ
ありがとうご
ざいます」

「くじ引きも
ありま～す」



写真 ～フードコート・ゲームパーク～
お給料をもらったら、買物をして食べて遊んで！

・輪投げ
・マグネットダーツ
・スキージャンプゲーム
・ペットボトルカーレース
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≪じゃがいもレストラン「ポテ・ポテトカフェ」≫
「いももち」は塩かミタラシのどちらかを

付けて食べます

≪ポップコーン
＆ドリンク≫

≪ＣＡＦＥ カナリヤの森≫ お楽しみカステラ！

「いももち」
おいしいね！

≪フードコート≫

≪ゲームパーク≫で遊ぼう！



写真
～アカデミー ＆ クロージング～

☝キッズスタッフの
進行で

クロージング

みんなで元気に、
記念写真！！

≪生け花教室≫
☜ ☝ なぜか
男子が多い

16

≪プリクラ写真館≫
ミウルと一緒に
プリクラを撮ろう

≪おりがみ教室≫
おりがみおじさんが
分かりやすく
教えてくれるよ

≪ハワイアンレイ
の髪飾り教室≫
フラのグッズも
たくさんあります



◆キッズ参加者のアンケート

◆キッズスタッフの 感想
◇よかった事
・お客さんの対応をしたり、物を売ったり、お店での活動が楽しかった。
・いろんなお店があって、いろんなものを買えて楽しかった。
・みんなが笑顔で帰ってくれて、うれしかった。
・アルバイトに来た（初めて会った）人と一緒に、まちの中で困っている人がいないか
探したことがよかった。

・タウンの仕事で、まち案内センターの店番ができたことがうれしかった。
周りの様子を見ながらしっかりできたと思う。

・社会のしくみがわかってよかった。

・人がいっぱい来てくれてうれしかった。
・「いももち」を焼いている時に、皆で話しながらやれたことが楽しかった。

・「いももち」がおいしかった。
・プレイパークで、風船を作って飾ったことが楽しかった。
たくさん作りすぎたと思ったけど、終わった時は風船が数個になっていて、それでも欲しいと
言う人がいた。

◇大変だった事
・銀行が混み合って、時間がかかり過ぎて困った。
・おむすび屋さんのアルバイトをした時、売れなかったのが悔しかった。
・お客さんが少ない時、「いももち」が余って冷めてしまい大変だった。
後でお客さんがたくさん来て、「いももち」を焼くときには時間がかかってしまった。

・アルバイトさんがあまり来てくれなかったのが大変だった。
・お昼はお客さんがいっぱいだけど、それ以外は暇だった。
・じゃがいもの皮むきが大変だった。
・キッズスタッフは担当以外の場所で働く時間がなくなってしまい困った。
・みんなが欲しい景品が無かったため、景品をもらってくれない人がいた。

◇こうすればよかった事
・2階と3階どちらの場所にも、それぞれが分かる地図があった方がいいと思った。
また、地図に現在地を書いた方が分かりやすいと思う。

・お仕事紹介所が混むので、もっと窓口を増やしたほうがいいと思った。
・zakkaショップで、シールを好きな組み合わせ三つで３ユメミーにしたらよく売れたので、
またその売り方をすればいいと思った。

・終わりの会で「楽しくなかった人」と聞かれて手を挙げた人が一人いたので悲しかった。
来年は、その人も「楽しい」と言ってくれるキッズタウンにしたい！

アンケート／感想 （感想は抜粋）

次回も、かならず
参加したい！
＼(^o^)／

次回も、
参加したい！
(^O^)／

参加したくない
(-.-)

未提出

27 27 0 22
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◆保護者 の 感想
・「参加する子にたのしんでもらいたいなぁ」と話す顔がキラキラしていて、今年もスタッフに
なれて良かったと、親子で喜びました。

・「知らない学校の子が前より多かったので、色々な子と話すようにしたよ」と聞いて、そんな
心配りができるようになったのかとうれしくなりました。

・キッズスタッフをきっかけに「挑戦したい」「やってみたい」と思うことが増えたようですし、
しり込みしなくなったように感じます。

・どんなことをするのか親子ともよくわからないままの応募でしたが、キッズ会議の日は毎回
「楽しかった」と言っていたので、安心しました。

・ゆめみはらでお会いした団体の方に、夏休み中、別のイベントで会うことがあり「こんにちは。
ゆめみはらで…」と自分から挨拶をしました。
今まで大人に声をかけることがなかったので、成長を感じました。

・ニュースを流していても、気にしない子でしたが、仕事や税金について関心を示すようになっ
たのは「まち」について考え、身近に感じたからかもしれません。
親もいろいろ勉強しなければと思いました。

・自分の意見はうるさいほど伝えるタイプの子ですが、他人の意見を聞くことが苦手なので、
この機会に本人に気づいてほしいと思っていました。
いろいろな学校の友達や実行委員のみな様、当日参加の団体の方々からも勉強させてもらった
ことと思います。

・ハローワークや社会情勢の話を子どもとするとは思っていませんでした。
去年は、わからないまま、ただただ参加していたのかもしれませんね。

・キッズ会議を横で見させてもらい、子どもたちが自由に意見を出す様子と、それを忠実に実現
させていこうとする過程が、個人的には大変勉強になりました。子どもの可能性を感じること
ができました。

◆企業・団体 の 感想
◇参加してよかった事
・市内のいろいろな小学校の子ども達と触れ合うことができてとても良かった。
・いつもと違い真剣な顔の子、何か生き生きしており子ども達の仕事ぶりは素晴らしかった。
・子ども達の積極的な気持ちに大変好感が持てた。自分達も楽しくできたことも大変良かった。
・子どもたちと触れ合える貴重な機会で、楽しそうに活動している姿を見られて良かったです。
・子ども達との交流で若さをもらいました。

◇世代間交流について
・新たな視点・価値観を、良い意味で子どもに突きつけられるところ。
・大人にない発想がわかったり、子どもの成長を感じられること。
・大人と子どもが同じことに興味を持ち、一緒に活動できること。
・子どもの目線になることで、言葉の選び方等“専門用語”を理解しやすく言いかえる機会が
与えられる。

・子ども達は知らない大人と関わる機会が少ないので、地域の人やスタッフと関わり、教えて
もらったり見守ってもらえる経験が良いと思う。

・初めて会った大人と交流しながら、親のいない所で自由に自己判断して、いろんなことに挑戦
できること。

・大人と子どもがお互いの立場を理解しあう事ができる場だと思う。
・大人だけでなく、他の学校の生徒とも交流できる場になっているのがよい。
・保護者が入れない事がすごくいい。子どもが自分で考えて行動することは本当にいいこと
だと思う。

アンケート／感想 （抜粋）
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協力 企業・行政機関

企業・団体名 業務・活動内容

１ 株式会社イノウエ 創業８０有余年。装粧品、手芸用組紐、衣料、産業資材など
のゴム関連全般の製造・販売をしています。

２
株式会社エフエムさがみ

「竹中通義モーニングワイド」
FMさがみの「竹中通義モーニングワイド」のパーソナリティ

アナウンス指導も行っています。

３ 株式会社スマイル
総合建築・リフォーム。家族を包み込む大切な生活の場を

居心地の良い安心できる家造りをお届けします。

４
ダイドードリンコ 株式会社
首都圏第一営業部 大和オフィス

全国に約２８万台を保有する自販機による地域に密着した販
売体制を強化。お客様により身近なところで「オンリーDyDo」

の製品をお届けします。

５ 株式会社タウンニュース社 相模原支社
神奈川県全域・東京都町田市に発行する無料の地域情報紙。
地域に密着した街のニュースや生活情報が満載です。

６ 有限会社中村電機 各種産業向け自動化・省力化設備の電機屋さんです。一品
一様、カスタムメイド品をメインでやっています。

７ 株式会社 中村書店
相模原市中央区で最大級の書店です。おとりよせ・配送・
カードサービスも充実です。 毎月様々なイベントを用意して

ご来店をお待ちしております

８ 北相トラベル株式会社 法人・サークル・自治会等のバス旅行から、個人旅行の航空
券・宿泊手配・旅程作成等、お得なプランを提供しています。

９ 相模原消防署 警備課
市民の生命、財産を災害から守り、被害の軽減を図るととも
に、安全な都市づくりをめざして、火災、救急業務を始め、火
災の予防、警防業務を行っています。

１０ 相模原税務署 総務課
税金についての相談に応じたり、正しく税金が納められてい
るか調べたり、地域の人たちや会社から税金を集める仕事を
しています。

１１ 緑区役所 地域振興課
区の魅力づくり、地縁団体の認可、区の防災、商店街振興、
まちづくり会議、交通安全、防犯、自治会等団体との連携及
び支援など。緑区のゆるキャラ「ミウル君」が協力

１２ 相模原市市民局 市民協働推進課
自治会連合組織の支援、NPO法人認証等の受付及び相談、

協働事業提案制度の提案の受付、さがみはら市民活動サ
ポートセンターの協働運営など。

１３ 相模原市自治会連合会
自治会は、防犯・防災など自分たちの住む地域を明るく住み
よいまちにするために、会員相互が協力して様々な活動を
行っています。

１４ さがみはら市民活動サポートセンター
市民活動やNPO、ボランティア団体に場所を提供し、団体運

営の相談やセミナー、イベント等を開催しています。
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協力 団体・ボランティア

企業・団体名 業務・活動内容

１ ＮＰＯ法人 ナ プア アイカネ フラダンスを勉強している会員で構成している団体で、介護
予防や子育支援としてフラをお届けしたい！と思っています。

２ カナリヤの森
赤ちゃんからお年寄りまで、多世代の方がホッとできる居場
所を提供しています。

３ ＮＰＯ法人 ＣＯＣＯＮＥＴ神奈川支部 色彩を使った子育て支援、カラーセラピーやパステルアート
のワークショップを行っています。

４ 相模原イメージユニオン
市内のイベントの記録等、ビデオ撮影を通して市民が元気に
なるように活動しています。

５ 相模原華道協会
生け花の作品発表や後継者を養成するための、生け花教室
を開催しています。

６ 相模原おもちゃドクターの会
橋本台リサイクルスクエア及び各地域こどもセンター、公民
館など30ヶ所で「おもちゃの病院」を開院しています。

７ ＮＰＯ法人 パラボラジャパン 障害者の自立支援や高齢者・障害者等へのパソコン利用技
術の普及・啓発活動を行っています。

８ ＮＰＯ法人 さがみはら市民会議 「さがみはら市民活動サポートセンター」を相模原市と協働で
運営しています。

９ ＮＰＯ法人 匠リニューアル技術支援協会
相模原市との協働によるセミナー及びフォーラムを通じ、マン
ション等の共同住宅を美しく長持ちさせることで、快適なまち
づくりのお手伝いをさせていただきます。

１０ 野菜ソムリエ コミュニティかながわ
野菜・果物の知識があり、そのおいしさや楽しさを伝えるスペ
シャリスト。

１１ お母さん業界新聞 相模原・町田版編集長
普通のお母さんが、記者として日々の生活の中で起こったこ
と、感じたことを発信しています。子育ての発見や感動、喜び
や悩みなどが共感を生み、お母さんの心が広がっています。

１２ わたぼうし 津久井ファーム
無農薬野菜を作っているグループ。
たくさんのじゃがいもを寄付して下さいました。

１３
さがまちコンソーシアム

インターンシップの皆様
相模原・町田にある大学のインターンシップの皆さんが
協力して下さいました。

１４
銀行員・相模原市役所職員の

ボランティアの皆様
銀行、市役所の方々が、ボランティアで参加して下さいました。
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「さがみはら市民活動
サポートセンター」とは？

★ 「さがみはら市民活動サポートセンター」は、地域や社会
の課題を解決しようと活動している市民活動やNPO・ボラ
ンティア団体等が、より活発に活動できるよう様々な支援
を行っている施設です。センターには現在、約370の団体
が登録しています。

★ 団体情報の発信や活動資金の助言、ボランティア募集など
の相談を始め、活動を始めたい！もっと活発に活動をした
い！と考えている方々の相談にも応じています。お気軽に
お越しください。

★ センターの運営は“市民活動のネットワークから市民の手
によるまちづくりを！”をモットーに「 NPO法人さがみは
ら市民会議」と「相模原市」が協働で行っています。
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【お問合せ】

さがみはら市民活動サポートセンター

〒２５２－０２３６

相模原市中央区富士見６－６－２３ けやき会館３階

ＴＥＬ／ＦＡＸ ０４２－７５５－５７９０

Ｅ-ｍａｉｌ sagami.saposen@iris.ocn.ne.jp


