
 

 

 

ご利用希望の団体は必ずご出席ください。 

ＮＰＯ法人「シーズ・市民活動を支える制度をつくる会」が運営する『ＮＰＯ ＷＥＢ』 h t t p : / / w w w . n p o w e b . j p /   お勧めサイト 

( 平 成 2 8 年 ) 

２０１６年 ２月 第６０号 
隔月15日発行・市民活動サポートセンター情報紙 

[編集・発行] 

さがみはら市民活動サポートセンター  

平成27年は、｢キッズタウンゆめみはら」の子どもたち、また、自治会、企業、大学等

も含めた活動ができました。ありがとうございました。平成28年も、皆さんの意欲

を支えにスタッフ一同、皆さんのお手伝いが出来るよう頑張ります。 

それでは、利用者懇談会でお会いしましょう！ 

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 

※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 

編集後記 

こちらの情報は、サポートセンターのホームページで詳細をご覧いただけます。[お役立ち情報]-[助成金情報] 

タイトル 分 野  助成内容 募集期間 

2016年度 助成募集 
認定NPO法人 神奈川子ども未来ファンド 

子ども 
1団体あたり上限額20万円 

●一般助成 ●いじめ・児童虐待防止助成 
3月31日まで 

団体向け支援事業 
公益財団法人 楽天 未来のつばさ 

子ども 
児童養護関連事業 

1件あたり上限額100万円 

第1期 

4～6月 

緑化を伴うヒートアイランド対策に関する助成事業 
公益財団法人 高原環境財団 

まちづくり 

環境 

新たな緑化を推進し、ヒートアイランド対策の一環

となる事業 

1件あたり上限額200万円 

5月20日まで 

子どもたちの環境学習に対する助成事業 
公益財団法人 高原環境財団 

環境 

子ども 

環境学習活動を通じて、地域の子供たちの意識向

上を図る事業 

1件あたり上限額50万円 

5月20日まで 

〒252-0236 相模原市中央区富士見6—6—23 けやき会館３F 
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休 館 日 

 

●事業報告書等の提出期限にご注意ください 

【相模原市の提出先】相模原市役所市民協働推進課（相模原市中央区中央2-11-15） 

●ＮＰＯ法人も中小企業融資制度を利用できるようになりました！  

 中小企業融資制度とは、市と金融機関が協力

し、市内で操業する中小企業者の事業活動に必要

な資金の融資を行うものです。 

開 館 時 間 （月～土曜日)午前9：00～午後9：00、（日曜日）午前9：00～午後5：00 

日 月 火 水 木 金 土 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29      

 2月 
日 月 火 水 木 金 土 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

 3月 

けやき会館３F 

↑詳細はサポートセンターまで  

 お問合せください。 

 

    「さぽせんナウ」に同封 

 

 

NPO･市民活動団体の 

広報力アップを応援します！ 

 

☆中央区版限定☆ 

≪みんなのちからで 街 活き活き 

       「相模原の輪」≫掲載 

印刷機を使った後、原稿を 

必ずお持ち帰りください。 

忘れる方が多いんです。 

お願い 

ＮＰＯ“よろず”相談会 

3/3(木)/15(火) 
4/7(木)/19(火) 

３ 月・４ 月

平成27年10月1日から融資対象者にＮＰＯ法人

を追加することとなりました。 

詳しくは産業政策課までお問合わせください。 

1/27(水)さが丸Cafe 

2015年度サポートセンターの事業報告等 
会費 1,500円(飲食代） 
※アルコールの提供がありますので、お車での来場はご遠慮ください。 パネルディスカッション＆意見交換会 

次年度ロッカー・レターケース利用団体の発表ほか 

交流会 

042-769-8237 お問合わせ 

お問合わせ 042-769-9225  

 NPO法人は、毎事業年度初めの３か月以内に、事業報告書等を所轄庁(事務所が相模原市内に 

のみある法人は相模原市）へ提出する必要があります。 

(例：４月に事業年度が始まる法人は６月末までに提出） 

【相模原市へ提出する場合】 

 ・提出書類は、閲覧用も含め、各２部用意して提出してください。 

 ・提出は、郵送による提出、窓口への直接提出、電子申請サービスによる提出が可能です。 

※提出先が相模原市ではない場合は、提出先に提出部数・方法等についてご確認ください。 

事業報告書等は市民がNPO法人の活動状況を知るための大切な資料です。 

期限内の提出を心掛けましょう。 

2/4(木) /16(火)、3/3(木) /15(火) 
NPO“よろず”無料相談会 ※予約制 
2/20(土) 
利用者懇談会&交流会・パネル展示会 
3/2(水) NPOの基盤強化講座 
        「労務の基本」 
3/8(火) NPOの基盤強化講座 
        「事業報告書の書き方」 
3/23(水)NPO法人の会計講座Step4 
休館日（第4月曜日） 

3/5(土)臨時休館けやき会館定期点検 

午後5時閉館 

 テーマ：メンバーを増やす、そのヒント！ 
 パネリスト：シニア活動の森/パラボラ相模原/F・C ボランティア 

２月２0日（土） 

１4：３０～１９：３０ 

今年も登録団体の皆さんにお集まりいただく利用者懇談会を 

開催します。利用者懇談会は、登録団体の皆さんが顔を合

わせて情報交換ができる大切な場です。 

この機会を利用してネットワークを拡げてみませんか？ 

 

重度障害者の作った 

NPO法人 クライム 

児童デイケアーセンター『あるぷす』 

マネージメント講座での島崎賢一理事長（右） 

 福祉の充実のために走ってきた私ですが、

こうして本当の重度障害者になって、 

まだまだ、福祉の充実は程遠いと思います。

福祉の世界の人材不足は深刻です。私は、自

分の生きざまと自身の理想を語りかけ、私の

夢のバトンを引き継いでくれる人を増やして

いくことが最後の使命であると信じて走り続

けて行くだけです。 

 私の座右の銘は、｢人事を尽くして天命を待

つ｣です。やれることをやって最後の運命は神様

が決める事で、それを変えることは出来ない。辛

い時には「辛い」って言っていいし、泣きたい時

には泣いてもいいんです。でも泣いた後にはま

た勇気を持って自分らしく前に進んで下さい。泣

いても笑っても人生は一度きりのものだから・・・ 

 皆様の前でお話をして勇気をいただきました。 

最後まで、福祉の改革に取り組んでいきたいと

思いますので、ご協力をお願いいたします。 

 NPO法人クライムは、児童及び障害者（児）

向けに生活支援・子育て支援等に関する事業

を行い、地域社会の福祉の増進に寄与する事

を目的に、2004年1月に設立された団体です。 

 NPO法人クライムが運営する児童デイケア

サービスセンターは２つ。12年目を迎えた「あ

るぷす」と、9年目を迎えた「ろぐはうす」。｢あ

るぷす｣は、2004年設立の相模原市で初の知

的障害者向け放課後支援施設。 

 障害のある子供たちが伸び伸びと過ごせ

る居場所作りと、家庭のサポートを目的に運

営しています。また、誰もが安心して楽しく暮

らせるためのサポート体制作りの一環として

ヘルパー事業や、有償の障害者福祉運送

（シェルパ・サポート）を行っています。 

 障害のある人達の可能性を広げるために、

何が出来るかを考え、日々の活動に取り組ん

でいます。 

『僕が僕であるための選択』 

講演中の島崎賢一理事長（左） 

『僕が僕であるための選択』 

講演中の島崎賢一理事長（左） 

団体パネル展示・人気投票 

相模原市レクリエーション協会による 

パフォーマンス 

NPO法人 

クライム 

相模原市中央区上溝1464-6 
042-776-8133 
http://www.npoclimb.com 

1月15日の福祉講演会『僕が僕であるための選択』での 

島崎賢一理事長のメッツセージをお伝えします。 



 

フクヤマ画廊 
応 援 し ま す 

市 民 動 活 
代表弁護士 伊藤信吾 

〒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 042-756-0973 
相 模 原法 律事 務所 
弁護士法人 

応 援 し ま す 

市 民 動 活 

 

知って得する！情報コーナー 

 

 １月２７日（水）、“こどもとのふれあい「科学技術編！」”を開催。 

 市内32か所で60人のドクターがおもちゃの治療（修理）を行う

『相模原おもちゃドクターの会』、小学校や子どもセンターで、理

科の面白さを手作りの教材での実験を通じて、子どもたちに伝

える『理科で遊ぼう会』の２団体からお話を伺いました。 

 ｢子どもたちの笑顔」と「ありがとう」の一言が会の活動を 

支えています。 

 
第2８回さが丸カフェ 

セカンドライフの生きがいを見つけよう！ 

各講座へのお問い合わせ・お申込みはサポートセンター【TEL/FAX：042-755-5790】へ! 

ＮＰＯ法人の会計に詳しい 

税理士 本郷順子氏 
受講者にわかりやすく説明する 

税理士 宮脇紀子氏 

マンツーマンで疑問を 

解決できる｢個別相談｣ 

NPOの基盤強化講座  3月8日(火)14：00～16：00 

  伝わる、事業報告書の書き方 講師：相模原市市民協働推進課 職員 

 ＮＰＯ法人は、年度初めの３カ月以内に事

業報告書提出の義務があります。 

 さらに活動成果を会員同士で共有して意

思統一が図れたり、外部に向けて活動実績

を示すことで寄付を募る際にも信用度が上

がる、といったメリットも考えられます。 

 必要な項目を網羅し、いかに自分たちの

活動をアピールできるか。そのポイントをお

教えします。ぜひお誘い合わせのうえ、ご参

加ください。 

NPO法人の会計講座 
 Ｓtep3 知って納得！複式簿記 

 １２月８日(火)のＳｔｅｐ３は「知って納得！複式簿記」、より具体的な会

計実務について、１８名が受講。 

 実際の申請書や届出書などの写しが用意され、「給与」と「報酬」の

違い、「固定資産」「減価償却」といった用語の定義、さらに仕訳の仕方

もていねいに説明してくださいました。 

 講義後の個別相談には４団体が参加。文字通り、各団体個別の疑問

や悩みを直接税理士に相談できる機会とあって、皆さんとても熱心。 

 今年度の会計講座はあと１回。お申し込みをお待ちしています。 

さがみはら市民活動サポートセンターは、ＮＰＯ法人をはじめ市民活動を行う皆さ

んをさまざまな形で応援しています。市内で活動する団体の情報を集めて、広く

市民に発信することもそのひとつ。各団体の皆さんにとっても、ほかの団体の活

動を知ることによってネットワークを広げたり、新たな展開、ステップへと踏みだ

すヒントを得られるかもしれません。ぜひ、ご活用ください。 

ホームページでは『相模ボラディア』の 

登録団体を検索できます。 

 『相模ボラディア』は相模原市市民活動中間支援施設連絡会

の通称で、市内のボランティア・ネットワークです。 

 サポートセンターのホームページ内「登録団体検索」ボタン

をクリックすると、相模原市社会福祉協議会ボランティアセン

ター、さがみはら国際交流ラウンジを拠点に活動する団体の

情報もご覧いただけます。 

サポートセンター内で、団体の活動状況

がわかるファイルを閲覧できます。 

◎場 所：さがみはら市民活動サポートセンター会議室  

◎受講料：各500円(含：資料代) 

『さがみはら市民活動団体ガイドブック 

 2015年度版』ができあがりました。 
 登録団体の基本情報はもと

より、団体が行ったイベントの

チラシ、会報などもファイル

し、どなたでも閲覧できるよう

になっています。団体の活動

状況が、より具体的におわか

りいただけることでしょう。 

 センター内奥のロッカーの上

に並んでいますので、手に

取ってゆっくりご覧ください。 

 １年おきに発行しているガイ

ドブック。昨年末完成した最新

版には、さがみはら市民活動

サポートセンターに登録され

ている団体のうち、掲載を希

望する３４６団体を収録。活動

内容や連絡先などの基本情

報を１冊にまとめました。 

※団体によっては非公開の項目も

あります。詳しくはスタッフにお問い

合わせください。 

NPOの基盤強化講座  3月2日(水)14：00～16：00 

  知っておきたい！労務の基本 講師：特定社会保険労務士 原田 恵一氏 

 昨今、ＮＰＯは、継続的に事業を行い、組織

を運営していくため、正規の職員を雇用す

る団体も少なくありません。現場では人事

や労務関連の実務をこなせる人材がいな

いため、運営責任者の負担となっている

ケースが多いようです。 

 本講座では、ＮＰＯとして最

低限知っておきたい労務管理

の基本を、特定社会労務士が

解説します。 

 ふるってご参加ください。 

NPO法人の会計講座  Step4 

ここまでできれば、大丈夫！ 
     3月23日(水)14：00～16：00 

 今年度の会計講座を締めくくるＳｔｅｐ４

「ここまでできれば、大丈夫！」を、来た

る３月２３日(水)に開催します。 

 活動計算書・貸借対照表・財産目録の

作り方と税務報告の書き方など、大切な

ポイントがいっぱい。 

 東京地方税理士会相模原支部の税理

士がレクチャーします。 

 お忙しい時期かと思いますが、会計

担当の皆さん、ぜひご参加ください。 

地域情報誌「タウンニュース」でＰＲ！ 

〒252-0143 相模原市緑区橋本2-24-4 

TEL 042-703-0002  http://www.fgallery.com/ 
絵画の買い取りも承っております

（査定は無料です） 

サークル兎 （芸 術） 隷書を中心に勉強し、練習しています。 お問合わせはサポートセンターへ 

人材交流ネットワーク『たすかるバンク』。 

 人手が欲しい団体と、得意分野を

活かして市民活動のお手伝いした

いと思っている市民をつなぐ市民

活動の人材交流ネットワーク『たす

かるバンク』。 

 ｢経理全般をお手伝いします｣

｢ホームページを作ります｣｢イラス

トが描けます｣等、100名近い人材

が登録されています。 

 サポートセンターでは、ニーズ、人材とも常時登録を受けつ

け、頼れる仲間とのマッチングを応援します。お問い合わせも

大歓迎ですので、お気軽に声をおかけください。 

理解で遊ぼう会 

田中 皓代表       中川 新一さん 

相模原おもちゃドクターの会 

林 俊夫さん 

『さぽせんナウ』の団体イベント情報コーナーに掲載します。 

団体主催のイベントチラシを、『さぽせんナウ』と一緒に

各施設へ配布します。 
偶数月発行の『さぽせんナウ』の配布時に、団体のチラシを同封できます。 

サポセン登録団体、相模原市内のＮＰＯ法人、合計約430団体に届けます。 

各団体のチラシやポスターをお預かりし、掲示や配架しています。 

登録団体のイベントは、『さぽせんナウ』にも掲載します。 

ホームページ、メルマガ、Ｊ－ＣＯＭでも情報発信します。 

アマチュアコンクール受賞歴もある７０代男性とマッチング！ 

「見る人の想像力を膨らませる紙芝居は、ビデオと違った 

素晴らしい魅力がある」 

[紙芝居 ほっこり座]さんのニーズ 

「紙芝居をスクリーン上映し、ビデオ撮影もお願いしたい」 

[ＮＰＯ法人ＥＧＡＯひまわり工房]さんのニーズ 

「作業所で製作・販売する製品に添える『私が作りました』

カードに、似顔絵を入れたい」 

デザイナーでもある３０代女性とマッチング！ 

「すごく良いアイデアだと思い、作業もスムーズに進んだ」 

［相模原市ダンススポーツ連盟]さんのニーズ 

「チャリティーイベントの司会進行をお願いしたい」 

プロとして活躍する司会者の30代女性とマッチング！ 

「ダンス大会の司会は初めてだったが、 

お褒めの言葉をいただき、うれしかった」 

マッチング例 

タウンニュース、同封サービスは、登録団体限定で、有料です。 

ホームページの「団体イベント情報」「団体のお知らせ」に随時掲載します。 

毎月5日発行のサポセン メールマガジン『Ｅ-ｎｅｔさぽせん』に掲載します。 

ケーブルTVＪ-ＣＯＭの情報コーナーに、登録団体の情報を掲載できます。 

タウンニュース中央区版「さがみはらの輪」コーナーに団体紹介、イベント

情報を掲載できます。写真もカラーできれいに載せられます。 


