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開催日時 2014年11月8日（土） 13：30～16：30   

開催場所 けやき会館2Ｆ 大研修室・中研修室 

      〃   3Ｆ さがみはら市民活動サポートセンター 

対  象 サポートセンター近隣の小学生 4年生～6年生 

参  加 費 無料 

参加者数 6０人 

 ◇小学校別 

 

 

 

 ◇学年別 

 

 

 

運営組織  

 ◇主催 さがみはら市民活動サポートセンター 

 ◇主管 さがみはら市民活動フェスタ2014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 

中央 富士見 淵野辺 横山 青葉 清新 陽光台 橋本 九沢 他 

11 20 14 1 1 1 1 2 1 8 

４年生 ５年生 ６年生 不明 

27 13 11 9 
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こどものまちとは？ 

 こどもたちが運営する仮想のまち。こどもたちはここで
の社会体験を通して、実際のまちについて遊びながら学び、
まちの一員として自ら行動してまちづくりに参画していく
ことを体得します。 
 また、異年齢間のこども同士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様々な社会的な課題に取り組んでいる市民団体の 
 活動を、次世代を担う子どもたちに知ってもらい 
 体験の場を提供します。 
 

 ②「こどものまち」を開催することにより、団体 
  と企業、大学、行政等、多様なセクターが連携を 
  図り、活動の広がりを構築していく場とします。 
 

 ③シニア世代の利用率が高いサポートセンターを、 
  子どもやその親たちが利用できる機会を創出し、 
  多世代間の交流ができるセンターづくりを目指 
  します。 
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受け付け 

「こどものまち」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 

エールワーク 

「まち」のお店 

まずは、こどものまちにはいるために 

お給料をもらう 

お仕事をする 

“市民証”をチェック 
必要最小限のおカネをもらう 

全員でまちのシクミを学ぶ 

お仕事を紹介 

何度でもお仕事ができます 

買い物をする 
遊ぶ 

税務署 

税金を払う 
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お店・公共施設 内   容 配置場所 

公
共 

市役所 
（市民登録） 

市民登録の受付 
市民証の交付 

２Ｆエントランス 

エールワーク 
仕事内容の説明や紹介 
お仕事カードを渡す 

２Ｆ大研修室 

銀行 
市民証の仕事記録を確認して給料を計算 
計算した給料を支払う 

２Ｆ大研修室 

税務署 税金を計算して徴収 ２Ｆ大研修室 

ふるさと納税課 
税金の一部をふるさと納税として受取る 
特産品を渡す 

２Ｆ大研修室 

消防署 消防訓練を行う ２Ｆ大研修室 

清掃局 まちなかの清掃作業 ２Ｆ大研修室 

企
業 

新聞社 
取材のコツを伝授 
まちなか取材、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、機材の扱いを伝授 
まちなかインタビュー、編集、放送 

２Ｆ大研修室 

旅行会社 
ツアー客を募集 
まちなかツアーガイド 

２Ｆ大研修室 

マ
イ
ス
タ
ー 

ジュース研究所 
様々な種類のジュースをブレンドして 
新たな味のジュースを生みだす 

２Ｆ大研修室 

お花教室 お花の活け方を習う ２Ｆ大研修室 

江戸人形浄瑠璃 人形浄瑠璃の操作を習う ２Ｆ大研修室 

二胡クラブ 「二胡」の引き方を習う ２Ｆ大研修室 

おりがみマイスター 
折りバラやパンダ、祝い鶴等様々な折り紙にトライ
する 

２Ｆ中研修室 

出展ブース 概要 
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お店・公共施設 内   容 配置場所 

遊
び 

マグネットダーツ 
マグネットのダーツを３本的に当てる 
点数をカウントして景品をプレゼント 

２Ｆ中研修室 

魚釣りゲーム 
ビニールプールの中の折紙魚を、マグネット付きの
竿で釣る  上手く釣れたら景品をプレゼント 

２Ｆ中研修室 

輪投げ 
輪っか３個をボードめがけて投げる 
点数をカウントして景品をプレゼント 

２Ｆ中研修室 

ミウルの写真館 
「ミウル」と一緒に写真を撮る 
カメラマンにもなれる 

２Ｆ中研修室 

食
事 

パンケーキ 
調理の補助と販売 
ホットプレートで焼いたパンケーキにトッピングする 

３Ｆサポセン 

野菜寿司 調理の補助と販売 ３Ｆサポセン 

お楽しみカステラ ラッピングと販売 ３Ｆサポセン 

ポップコーン 計量・袋詰めと販売 ３Ｆサポセン 

工
房 

点字名刺作り 点字でも表せる名刺をパソコンで作る ３Ｆサポセン 

ネームプレート作り 自分の好きなデザインのネームプレートを作る ３Ｆサポセン 

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 ３Ｆサポセン 

販
売
・
製
作 

ヘアーゴム販売 
ヘアーゴムを３個ずつセットにして袋に詰め、シール
を貼って販売する 

３Ｆサポセン 

電機部品組立 
電機部品のキットに電流が流れるように調整する 
上手く出来たら景品がもらえる 

３Ｆサポセン 

自転車ベル 
    リサイクル 

使えなくなった自転車のベルを分解し、部品を換えて
音が出るようにリサイクルする 

３Ｆサポセン 

そ
の
他 

子どもサポート 
    ステーション 

まちなかの困りごとの調査と相談受付 
解決に向けて動いたり、アドバイスを行う 
起業家支援も行う 

３Ｆサポセン 

出展ブース 概要 

7 



写真 
 オープニング  ワクワク！ドキドキ！ 

３Ｆにはカフェと工房のブースがあるよ！ 

ミウルも 
準備ＯＫ！ 

オープニングでは“まちの決まり”を説明 

２Ｆの受付には大学生のお姉さんも・・・ 
早くみんなに会いたいなあ～ 
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写真
お仕事探しにGO!  エールワーク・銀行・税務署

たくさんの 
求人広告！ 

お仕事が 
決まったら、 
エールワークに 
登録しよ～ 

お仕事も 
一緒に 
しようね！ 

どのお仕事に 
しようかなぁ？ 

銀行でお給料をもらったら、 
税務署で税金を払うんだ～！ 
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写真
お仕事風景 ①

どんなかな？ 
ただ今 
画像の 
チェック中 

清掃局の職員は、まちの美化に大忙し 

あこがれの消防服に身を包み 
お、おもい・・・！？ 

テレビクルーは 
真剣そのもの！ 

旅行会社のツアーコンダクター 

ロープの結び方は難しいなぁ 

取材の後は、記事を書こう！ 
支局長の目が光る瞬間だ？ 
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写真
お仕事風景 ②

カード作り 
みんな真剣 
だね！ 

ふるさと納税は、こどものまちでも 
大人気！！ 

自転車のベルを 
組み立てて 
リサイクル 

はい、お仕事ご苦労様でした！ 

おいしい 
ジュースは 
できたかな？ 

配線キットに 
集中～ 

このままサポセンのスタッフになって欲しいな～ 

名刺づくり 
にトライ 
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写真
お給料をもらったら、買物をして食べて遊んで！

ニンジンのお寿司、超オイシ～イ！ 

ニンジン寿司をお客様に・・・ 

カステラの中からは何がでてくるのかな？ 
“当てクジ”カステラ、お楽しみ！ 

＊ニンジン寿司＊          ＊当てクジカステラ＊           ＊ポップコーン＊ 

・ミウルの写真館 
・マグネットダーツ 
・魚釣りゲーム 
・輪投げ 
・おりがみ 
で遊ぼう！ 

魚釣りゲーム楽しいね！ 

あなたも、おりがみマイスター 

ミウルと 

一緒に写真を
撮れるよ！ 
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写真  
アカデミー風景＆クロージング 

クロージング！ 

みんなで元気に、記念写真 

中国の楽器「二胡」を習おう 
江戸人形浄瑠璃、 
どうやって動かすの？ 

お花の活け方を教えてもらおう 

ミウルも
一緒に 
入れて～ 
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◇子どもアンケート 

 

 

 

 

 

◇保護者 の 感想 
      ・子どもの新たな一面を発見することができた。 

    ・働くということの意味をより理解できたと思う。 

    ・最初の説明を理解し、仕事を意欲的に選んでいました。 

    ・子どもとの接し方等についてブース出展者からヒントを得ることができました。 

    ・市民活動団体を知ることができました。 

    ・準備して下さる方たちは大変だと思いますが、とてもいいイベントだと思います。 

    ・税金のシステムに感心しました。大人も面白いです。 

    ・来て（参加）良かったと思います。 

    ・こども心をくすぐるシステムです。4年男子は大満喫させて頂いた様です。ありが 

     とうございました。 

 

◇企業・団体 の 感想 
    ・他のNPO団体さんのことが良く分かり、交流が持てた。 

    ・大人も子どもも楽しめるイベントで、皆が役割を持って参加している有意義なイベ 

              ントでした。 

    ・子どもたちが積極的で素直な様子が分かって参加できてよかった。 

      ・子どもたちの中で、具体的な社会体験した子は良かったと思います。自分が知り 

     たい事、大事な事を聞き出していた子は大変良かったと感じました。 

         ・子どもがどれほど自主的に動いていたのか明確に感じることができなかった。 

     難しいことですが・・ 

    ・準備をもう少し余裕を持って行いたいです。 

    ・仕事の仕組みをもっと分かりやすく説明できるようにする。 

 

アンケート／感想 

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  

30 13 0 17 
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「ミニこどものまち」協力 企業・機関 

企業・団体名 業務・活動内容 

１ 株式会社 イノウエ 
株式会社イノウエは創業80有余年、装粧品、手芸用組ひも、

衣料、産業資材などのゴム関連全般に製造・販売しています。 

２ 株式会社 ウィッツコミュニティ 神奈川県内に本店を置くマンション管理会社として管理棟数
NO.1（ナンバーワン）のビル・マンション管理会社です。 

３ タウンニュース 株式会社 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
です。地域に密着した街のニュースや生活情報が満載です。 

４ 創作料理 陶華 
食材にこだわりこの店でしか味わえない味を目指しています。
また、手作りの陶器が料理を引き立てています。 

５ 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。 

６ 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。 

７ 
相模原・町田大学地域コンソーシアム 

インターンシップ生 

相模原市と町田市を生活圏とする大学、ＮＰＯ、企業、行政
など様々な主体が連携し、魅力あふれる地域社会を創造す
ることを目的に設立されました。 

８ 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、警防業務を行う。 

９ 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。 

１０ 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等。 

15 

http://3.bp.blogspot.com/-LV7-ubT_rec/U2Luvh3Zm8I/AAAAAAAAfv8/AHg8GimugfA/s800/message_arigatou.png


「ミニこどものまち」協力 団体 

企業・団体名 業務・活動内容 

１ アフリカ ヘリティジ コミティ 
アフリカと日本の文化交流を通じて、まちづくりや地域社会を
活性化する活動に取り組んでいます。 

２ 江戸人形浄瑠璃保存会 
江戸人形浄瑠璃の保存と伝承、人形を通じた市民とのふれ
あい活動を行っています。 

３ 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。 

４ 
NPO法人 くらしの経済サポートセンター     

相模原支部 
お金に関する様々な知識をセミナーやイベント、ゲームや交
流会を通じて、判りやすくお伝えします。 

５ 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。 

６ 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。 

７ 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。 

８ 相模原市写真連盟 
写真文化の向上と会員の交流を目的に、一般市民を対象と
した写真講座や写真展を開催しています。 

９ NPO法人 市民フォーラムさがみはら 市民参加による協働のまちづくりを推進するために、市と協
働で活動しています。 

１０ NPO法人 匠リニューアル技術支援協会 建築技術者の教育と消費者の保護を目的に、セミナーや相
談会を開催し、快適なまちづくりのお手伝いを行っています。 

１１ 友知草の会 
在宅介護をしているご家族の交流や研修会など、在宅で認
知症の介護をされている方のサポートを行っています。 

１２ ニ胡倶楽部「ニ泉映月」 
二胡音楽の普及とメンバー間の連携を図り、文化交流の向
上を目指してします。 

１３ 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。 

１４ 理科で遊ぼう会 
子供たちが理科の世界で考え、ものを作る喜び・発見する喜
びを体験できる場を作り、子供たちの育成を支援しています。 

１５ 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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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、市民活動や
NPO・ボランティア等、公益的な活動をしている人たちの
ための施設です。 

   活動を始めてみたい、もっと活発に活動をしたいと思って
いる方々に、様々な支援を行っています。お気軽にお越し
ください。 

 

  センター運営は“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 

 


