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ＰＯ法人自遊クラブは津久井地

区を活動拠点とする森林ボランティア

団体です。相模原市には手入れされず

に放置されたままの雑木林が多く、荒

廃が進んでおり、これらの雑木林の整

備が急務となっています。自遊クラブ

では、平成20年から神奈川県の支援補

助金を申請し、本格的に森林ボラン

ティア活動を開始しました。更に、平

成23年には相模原市の協働事業提案制

度に森林整備で応募・採択され、

“「市民の森」を創ろう！”をテーマ

に活動を拡大し、現在は長竹地域の里

山の森林整備を行っています。  

働事業では、森林整備の他に、

森林ボランティア体験イベント等を実

施し、広く市民に対して、森林に関心

や関わりを持つように働きかけてきま

した。その結果、森林ボランティア体

験イベント等の参加者を中心に、継続

して自遊クラブの活動に参加する人達

が増えました。平成23年は４名、平成

24年は５名が自遊クラブに入会し、一

緒に活動しています。これらの人達の

中には、デザインの得意な人、ＩＴに

詳しい人等がいて、リーフレット・チ

ラシの質が向上し、ホームページ・

フェイスブックの更新が確実に行える

ようになりました。 

遊クラブの基本方針は、安全第

一、無理せず、楽しく活動することで

す。活動日は、原則第２土曜日と第３

日曜日。作業時間は９時から１５時ま

でです。楽しく活動している様子を

ホームページ・フェイスブックでご覧

ください。また、いつでも森林ボラン

ティア参加者を募集していますので、

森林ボランティア体験に参加してみた

い方は、ご一報ください。 

 相模原市立 市民・大学交流センター ユニコムプラザさがみはら 

 3月15日、“bono相模大野”に市民・大学交流センター「ユニコ

ムプラザさがみはら」がオープンしました。 

 「ユニコム」とは、ユニバーシティの「ユニ」とコミュニティの

「コム」を併せたもので、大学と地域が力を併せて様々な社会的課

題を解決していこうという意味が込められています。 

ユニコムプラザに入ってすぐ右手には、緑を基調にした「地域情

報コーナー」があります。南区、中央区、緑区の3区と自治会、そ

して「さがみはら市民活動サポートセンター」の情報が発信できる

ようになっています。 

それぞれのブースには常時映像が流せるモニターが設置され、サ

ポセンブースでは、サポセンの紹介ビデオやイベント・講座のＤＶ

Ｄを放映しています。今後は団体のＰＲやＮＰＯに関する情報を随

時発信していく予定です。 

南区の新たな場所にサポセンの情報発信基地が誕生し、ユニコム

とサポセンの連携が始まりました。これからはＮＰＯが大学との連

携を視野に入れた活動が展開され、大きなステップアップの機会と

なることを期待します。 

皆様、是非一度足を運んでみてください。(水) 

ＮＰＯ法人 自遊クラブ 

相模原に「市民の森」を創ろう！ 

ボ ー ノ 

“bono相模大野” に 

サポセンの新たな情報発信コーナーが誕生！ 

安全第一。皆で力を合わせて 

木が倒れる方向を制御します。 

ちょっと休憩。皆さん足と腰に 

疲れがきているようです。 



弁護士 伊藤平信 
弁護士 斎藤佐知子 
弁護士 徳久京子 

弁護士 伊藤信吾 
弁護士 鈴木芳美 

〒252-0236  

相模原市中央区富士見6-6-1 大賀ビル２F 

TEL 042-756-0971 FAXエール 042-756-0973 相模原法律事務所 
弁護士法人 

応 援 し ま す 
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 カナリアの森  
・近隣の有機農の方の野菜を使った食事 ・コンサート、映画会、朗読会などの運営、スペースレンタ

ル ・リラクゼーション、心をほぐすワークショップ、ワンデイカフェのスペース貸しなど。 

[問合せ] 042-762-4303  

 Rainbowエンジェル  
定例会と年次総会、定期的な環境フェスタ事業の開催。環境絵本の制作、普及活動等を行っています。 

[問合せ] 050-6861-6785  

 Rainbow Picnic  
ママが笑顔になれるおしゃれで楽しい企画を行っています。楽しくやれることをやろう！！をモットー

に、子育てママが集まって活動しています。 

[問合せ] rainbow_picnic@yahoo.co.jp 

さがみはら市民活動サポートセンターは、市民活動やＮＰＯ・ボランティアなど公益的活

動をしている人たちのための公設民営の施設です。活動を始めてみたい人、団体活動を

行っている人、どなたでもご利用できます。まずは、お気軽にお越しください。 

サ ポ ー ト セ ン タ ー 

活動場所が欲しい！ 

活動をアピールしたい！ 

★場所を提供しています 

 会議室/オープンスペース/ 

 作業コーナー 

専門知識を身につけたい！ 

仲間を増やしたい！ 

★学習機会を提供しています 

 NPO基礎・実務講座 マネジメ 

  ント講座  会計講座等の開催 

ＮＰＯ法人化の手続きは？ 

活動資金を集める方法は？ 

★情報を提供しています 

 ＨＰ・メルマガ・広報誌発行 

 掲示版 たすかるバンク 

 

 
どんなイベントがあるの？ 

★市民活動フェスタ  

★企業とのコラボフェア 

★団体交流会等 

作業コーナー 

印刷機の利用料が安い！と好評で

す。カラーコピー機、紙折り機、

丁合機、裁断機、大型ホッチキス

等が揃ってます。 

 

オープンスペース 

どなたでもご利用になれます。 

パソコンコーナー 

検索・資料作成にどうぞ。 

 

会議室：無料（登録団体） 

25名まで収容可能。打ち合わせや

講座の開催にご利用できます。 

カウンター（窓口）コーナー 

NPO相談、団体登録、会議室の予約

はこちらへ。その他、団体をつくり

たい！私も参加したい！等、まずは

お気軽にお立ち寄りください！ 

図書コーナー 

貸出もしています！ 
掲示コーナー 

団体イベント情報やボランティア

募集記事等を掲示しています。 

 

おすすめスポット☆ 

実はここにポット(お湯)とカッ

プがあるんです。電子レンジ

も。自由にご使用ください☆ 

入り口 

ロッカーコーナー 

印刷用紙や備品の保管に。

ロッカー上は、登録団体の

情報をファイリング。 

 とことん！ 

 市民活動団体の 

みなさん 



 特定非営利活動法人 

 スポーツクラブ相模原 

SC相模原のホームゲーム（相模原麻溝公園競技場）における試合運営（設営、撤収、イベント補助）、選

手とともに地域活動への参加（街頭募金、ゴミ拾い、献血呼び掛け）  

[問合せ] 042-810-7777  

 筆記通訳サークルもみじ  聴覚障害者のサポート 交流会 研修  

[問合せ] センターまでお尋ねください 

 森の歌会  
毎月1回（第2火曜日 午前中）、講師の指導による学習会を行っている。年3回（市民ギャラリー、総合学

習センターおよびあじさい会館）作品展を行っている。 

[問合せ] 042-758-1950  

このコーナーは、サポートセンターに登録している市民団体・ＮＰＯ団体を紹介します。 

フクヤマ画廊 絵画の買い取りも承っております

（査定は無料です） 応 援 し ま す 

市 民 動 活 〒252-0143 相模原市緑区橋本2-24-4 

TEL 042-703-0002  http://www.fgallery.com/ 

NPO法人相模原ライズ・アスリートクラブ 

代 表 ： 石井 光暢 

連絡先 : 042-815-3094 

代 表 ： 土屋 和彦 

連絡先 ： tsuchif@gmail.com 

NPO法人 くらしの経済サポートセンター 

 当ＮＰＯ法人は、小学生から定年後世代まで、全年代の方々を対象として、金銭教育を行うこ

とを主目的とし活動しています。日本で金銭教育に関心を持つ人は、多いとは言えません。しか

し、気がつかないうちに、金融の世界では様々な複雑な商品が生み出され、一般の人はその変化

についていけていないのが実情です。 

 当法人では、子供達にはゲームを通じてお金の使い方を学んでもらい、子育て世代には、将来

にわたるライフプラン作りを、定年後世代には、年金・医療・介護などに関わるお金の知識を学

んでもらっています。 

 お金の知識はどんな分野においても必要です。生活に密着した場面で、いかに賢くお金を活用

するか、ご一緒に活動できる団体の方々と交流を深めていければと考えています。 

代 表 ： 川上 壮太 

連絡先 : 042-851-9311 

相模原安心安全ボランティア「グリーンシーガル」 

「グリーンシーガル」は、神奈川県で初めて結成された学生防犯ボランティア団体である“神奈川

防犯シーガル隊”の相模原支部として昨年7月より活動を始めました。団体名は、相模原市の色であ

り、安全・安心の色でもある緑と、母体のシーガル隊から名づけました。メンバーは相模原市を中心

に活動出来る学生で構成され、特に他大学同士で連携した活動を行うことを目的としています。 

これまでの活動には、相模大野駅で行われた「かぼちゃまつり」でのパトロール、さがみはら市

民活動フェスタへの子ども安全のブース出展、年末の町田駅での合同防犯パトロール、警察署の防

犯キャンペーンへの参加などがあります。 

 さらに現在は、地域のみなさんとの意見交換の場として、カフェ「Bouhan」を月一回開催し、

毎回防犯に関するテーマについて話し合っています。また、特に学生に防犯ボランティアに興味

を持ってもらうために、日々の活動等をFacebookで発信しています。 

子ひつじホーム 

代 表 ： 鈴木 明美 

連絡先 : yuki8allen@gmail.com  

 ファミリーホーム(小規模住居型児童養育事業)は、2009年に制度化された児童養育事業で、「子ひつ

じホーム」は、相模原市では唯一の事業所です。保護者、家庭に何らかの問題がある要保護児童と共に

生活しながら、自立支援することを目的としており、現在、私たち夫婦と中学生から２歳児までの措置

児5名と実子3名、計10名が一つ屋根の下に、楽しく毎日を送っております。 

ただ、何も特別なことをしているわけではありません。普通の家庭での日常がそこにあるだけです。

家事を手伝い、叱られながら宿題を終わらせ、共にゲームに熱中し、一緒に風呂に入る。しかし、この

「特別ではない日常」を失った子どもたちが何と多いことでしょう。立派な家(house)はあっても、温か

い家庭(home)がない、それが現実なのです。だからこそ、このような子どもたちと共に笑い、共に泣き

ながら寄り添っていこう、そう思っています。ぜひ覚えてお支えください。[写真：友達家族と「流しそ

うめん」] 

相模原市内でも、まだまだ数が少ない総合型地域スポーツクラブのひとつ。フラッグフットボー

ル、チアリーディング、アメリカンフットボールを軸に、スポーツ教室や市内小学校・高校などへ

のコーチ派遣等、スポーツを通じて地域に元気と感動を与える取組みを行っています。 

また、団体が運営している「ノジマ相模原ライズ」は、相模原をホームタウンに2年連続社会人（X

リーグ）ベスト4。チアリーダーも2年連続最優秀チームとして表彰されています。今年こそ、念願

の日本一を奪取するため市内のグランドで日々練習を重ねています。 

現在、チームおよびクラブの運営をサポートしてくださるボランティアスタッフおよび子どもの

指導に興味のある方を募集中です。日本屈指の強豪チームの情熱を間近で体感してみませんか？ 



 

編集後記 

春は別れと出会いを繰り返す。新しいことに挑戦し、悩み苦しみ、

大きくなっていく。数々のドラマがある春っていいなあ～。（古） 

しみるなあ～。（橋） わかるなあ～。（坂） 

：(月～土曜日)午前9：00～午後9：00、(日曜日)午前9：00～午後5：00 

：毎月第4月曜日、年末年始（12/29～1/3）、会館の定期点検/清掃日 

開館時間 

休 館 日 

※最寄りのバス停 ： ①市民会館前 ②市役所前 ③相模原警察署前 
けやき会館３F 

ＮＰＯ はじめの一歩講座 

日 程 会 場 

４月２３日(火) 大野南公民館 

５月１４日(火) 橋本公民館 

５月２１日(火) サポートセンター 

[時間] 18：30～20：30 

[費用] 500円(資料代) 

[定員] 各日20名 

[対象]・ＮＰＯに興味のある方 

    ・ＮＰＯの法人化を考えている団体  

[締切] 各開催日の2日前まで 

[講師] サポートセンター長 水澤弘子 

    相模原市市民協働推進課ＮＰＯ担当 

前半はＮＰＯやＮＰＯ法人についての基礎を

学び、後半は実際にＮＰＯ法人を設立するた

めに必要な事務手続きの解説をします。 

 日頃よりサポートセンターをご利用いただきありがとうござい

ます。サポセンのこの３年間の利用状況（平成２４年２月末ま

で）を、お知らせいたします。２年前の３月１１日に東日本大震

災が発生し、しばらくは利用が少ない状況が続きました。しか

し、その後は利用者数も増加し、オープンスペース、印刷機の利

用については２２年度を上回るほどになりました。また、２４年

サポートセンターから 

2013年度 ＮＰＯ 無料相談会 

[日時] 毎月第２火曜日と第４金曜日 

   ①14：00～ ②15：30～ ③17：30～ 

   （予約制・1時間程度） 

[対象] 市内で活動している、もしくは市  

    民活動を始めようとしている団体     

    ＮＰＯ法人、または個人  

[場所] サポートセンター 

[申込] 予約制のため、氏名、団体名、住   

    所、連絡先をセンターまで  

ＮＰＯの立ち上げ・組織運営などお気軽に

ご相談ください。早めの解決がカギです。 

市民協働推進課から 

募集要領や申し込み書式は5月24日(金)より市ホー

ムページよりダウンロードできます。 

[お問い合わせ] 市民協働推進課 電話：042-769-9225 

最新ソフトウェア寄贈 

[内容] アドビシステム、マイクロソフ 

       ト、シマンテックの最新ソフトを 

       対象団体に市場価格の4％～10％ 

       の手数料で寄贈します。  

[対象] ＮＰＯ法人、社会福祉法人、公益 

       法人  

[申込] ＨＰからアカウントを作成し、必 

       要手続きをした後、希望のソフト 

       ウエアを申請。  

[問合せ] 
 認定特定非営利活動法人日本ＮＰＯセンター 

 〒100-0004 

  東京都千代田区大手町2-2-1 

  新大手町ビル245 

 TEL：03-3510-0855 FAX：03-3510-0856 

 Ｅ-mail：info@techsoupjapan.org 

 H P：www.jnpoc.ne.jp 

朗報です！最新ソフトウエアを差し上げ

ます。techSoup（テックスープ）は、民

間の非営利活動団体が社会問題を解決す

るためのＰＣソフト寄贈仲介プログラム

です。  

これまでサポートセンターの会議室で無料

でご利用いただいていたプロジェクターが

有料になります。皆さまのご理解・ご協力

をお願いいたします。 

[利用料] 1回 ３００円 ※Ｈ25/4/１より 

[対象] 会議室をご利用の市民活動団体 

[申込] ご利用日時をセンターまでお知ら    

        せください。 

協働事業提案制度 事業提案募集  

地域課題や社会的課題の解決に向け

て、市民団体の皆さんと市が協働し

て取り組む、新たな事業（平成26年

度実施予定）の提案を募集します。 

応募期間は平成25年6月3日(月)から6

月28日(金)まで。応募にあたり、次

のとおり説明会を開催します。  

さが丸cafe （第１６回） 

テーマ「まちづくりは多世代交流から始

めよう」お気軽にご参加ください。 

[ゲスト] スマイル ミニシティ プロジェクト 

     きらきら☆たねまきの会 

     Rainbow エンジェル 

[日時] 5月23日（木）14：00～16：00 

[費用] 100円(茶菓子代)  [定員] 20名 

[対象] 市民・市民活動団体・ＮＰＯ法人 

プロジェクターの有料化について
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4月～2月累計

度はＮＰＯ法の改正にともない、ＮＰＯに関する相談が急激に増

えました。法人設立や団体運営についての相談に加え、ボラン

ティア募集、たすかるバンク利用の相談等々、さぽせんの柱とも

いえる相談業務が充実してきたことがわかります。市民活動団体

の皆さまにとって、｢あってよかった！サポートセンター｣と言っ

ていただけるよう、今後も心がけて参ります。 

さが丸 

月 日 時 間 会 場 

5月25日(土) 13：30～15：30 けやき会館 職員研修所 

5月27日(月) 13：30～15：30 津久井保健センター 集団指導室 

5月28日(火) 13：30～15：30 ユニコムプラザさがみはら 

セミナールーム4 
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