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年の瀬も近づいて来ましたが、みなさんお変わりありませんか？
年に一度行われる利用者懇談会をお知らせする時期となりました。本事業はサポ
セン登録団体やたすかるバンクの人材登録者など、サポートセンターに関わりのあ
る方が顔を合わせて情報交換できる大切な場になっています。

昨年度は、第1部の利用者懇談会に、75団体、101名の参加があ
り過去最多の参加者数を更新！！と大変嬉しい1日となりました。
初めに総括責任者による「2017年度事業報告」、続いて参加者の
方々による「団体パネル人気投票」、多くの団体と意見交換できる
ようにとワールドカフェ形式を取り入れた「団体交流ワークショッ
プ」などが行われました。自分の活動とは異なる分野の方々との
交流は新たな刺激をもたらしたようです。またスタッフにとって
も、今後のセンター業務をスムーズに行うための助けとなる良い
機会となりました。第2部の交流会には37団体、74名の参加があ
り、和やかな雰囲気の中、親睦を深めることができました。
活動のさらなる発展につながる“ヒント”を見つけるためにも、ま
ずは、お互いを知ることから始めてみませんか？

★申し込み方法等、詳細は改めて発送します。

昨年度の団体パネル人気投票表彰式にて

昨年度パネル投票の結果
1位 大船渡支援相模原市民ボランティアの会

… 17票

2位 フードコミュニティ

… 13票

3位 (一社)倫理研究所 家庭倫理の会相模原市

… 11票

3位 シニア活動の森

… １１票

この機会に、パネルリニューアルはいかがでしょう？
斬新なデザインとか・・・！？
第2部 交流会の様子

つぶやき４コマ

「エンドレス大そうじ」

作：マチ

ヨシコ

ボランティア情報誌「笑顔」の編集が始まります。

この冊子、意外と（というのはどうかしら？）人気があり、ボラン
ティア初心者に受けが良く、担当者が説明しながら手渡しできる優れものなのです。 掲載経験のない団体は「まず
やってみる」の精神で、ぜひご一考願います。

恐らく誰もが知っている言葉『人見知り』。子育て中のママから「うちの子、人見知りが始まって・・・」
などとよく聞かれますが、おとなになっても初めての人や場所では緊張するものです。「ボランティ
アをしてみようか？」と気持ちが芽を出した時、誰に聞いたら良いのか、どこに行けば紹介してもらえ
るのかと不安になれば、踏み出すには躊躇してしまうかも？
このような時に役立つ「ボランティア情報誌『笑顔』」は毎年改訂しています。受入れ団体にとっては、
新しい風が吹くチャンス。メンバーが増える可能性や活動が拡がっ
たり深まったりということがあるかも？そこで、今までの活動を振
り返るきっかけに、もう一度「笑顔」の原稿を見直しましょう。
団体と初めて出会う人にわかりやすい言葉で、どのような活動をす
る人を募集するのか、主な活動場所はどこか。団体の代表者と、ボ
ランティア受入れ担当者を別にするか？記事と共にボランティアの
受入れについて詳細確認もお願いします。

年が明け次号のナウ発行の頃には17周年を迎えるサポセン。
携帯を持つ必要はないと思っていた人たちも、今や情報収集はス
マホの時代。そこでサポセンのホームページも見やすくリニューア
ル。加えてスマホ対応することに！新装開店に向けて、ただ今猛
ピッチで準備中です。今年度中のお披露目に至るか！？

なお、ボランティ
ア情報誌『笑顔』に
ついての問い合わ
せで、サポセンあて
にメールをされる場
合は、件名に【笑顔】
問合せと記入して
送信してください。

人生100才時代を元気で迎える！
団 体 名 ： とことん懐メロ歌謡楽団
代
表 ： 饗場 文恵
連絡担当 ： 深澤 要 090（7947）1174
現在18名のメンバーで活動をしている私たちの目的は

し た」な ど が あ り、

明治から昭和にかけての懐メロヒット曲を生伴奏で楽しく

楽しんでいただけ

歌う事です。「音楽の力は元気健康笑顔の源！」をモッ

たように感じてい

トーに若い方々にもぜひ楽しんでほしいと考えています。

ます。

偶数月に杜のホールはしもとの多目的室でイベントを

今後も定期的にイベント開催を予定しています。詳細

開催して、一般参加者さんたちと楽しい時間を過ごして

は市民活動サポートセンターの配架コーナーにチラシが

います。参加者のアンケートには、「懐かしい曲を素晴らし

ありますので、お手に取ってご覧ください。また、会員も

い演奏で歌うことができました」「若いころを思い出しま

募集中です。懐メロ好きな方、ご連絡お待ちしています。
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弁護士法人

相模原法律事務所

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

第5回 障がいのある方のための

視覚障がい者の理解と

新成人を祝う会

誘導入門講座

日
場
対

時：1月20日（日）１３：00～16:00
所：けやき会館 5階 大樹の間
象：市内在住及び在勤の障がいのある方
（平成10年4月2日～
平成11年4月1日生まれの方）
主 催：新成人を応援する会
申込/問合せ：TEL FAX 042-759-4310
（平日9:00～１７：００）
e-mail：sagamihara-ikuseikai@triton.ocn.ne.jp

みんなで歌おう とことん懐メロ♪
♪懐かしいヒット曲を生伴奏で歌う♪

日 時：１月２７日（日）１３：３０～16:30
場 所：相模原市民ギャラリー 会議室
定 員：30名（申込順）
参加費：200円（保険及び資料代）
主

催：相模原誘導グループ

ささの会

申込/問合せ：氏名、住所、連絡先明記の上
e-mail:shiga-k223psn@docomo.ne.jp
FAX 042-749-7830(肥田)
TEL 080-5413-6909(工藤)

日 時：２月１２日（火）１４:00～１６:00
場 所：杜のホールはしもと 多目的室
参加費：1000円（会場費他）
※飲み物は各自持参
定 員：１８０名（先着順）
主 催：とことん懐メロ歌謡楽団
問合せ：090-7947-1174（深澤）

『市民活動フェスタ』は今年で16回。秋晴れの淵野辺公園内銀河アリー
ナ前広場に32の市民活動団体が終結。加山俊夫市長、実行委員長の佐藤氏、主催のさが
みはら市民会議代表西本氏の挨拶で開幕されました。恒例のスタンプラリーは、模擬店の
中から6ブースにある「さが丸ファミリー」のぬいぐるみ探しにちびっ子たちが悪戦苦闘。
見つけたと思ったらその場で２択クイズ。回答してスタンプを押してもらった後、本部に戻
り、賞品を手にして喜んでいる姿が多く見られました。
パフォーマンスでは、軽快な音楽・舞踊・アンデス曲等々の音色が拡がり、楽しさのあま
り踊り出すギャラリーもあり、雰囲気は絶好調！ 模擬店ブースには25団体が出店し飲食
物・雑貨・手作り品・体験コーナーなど呼び声も響き渡り多くの人達で賑わっていました。
市内で活動しているボランティアが来場者に周知され、団体とふれあうことができた
一日となった様でした。

3才～80才までのメンバーが
在籍しているフラ団体の発表

《日時》 11月11日（日）9：30～15：00
《場所》 淵野辺公園 銀河アリーナ前および歩道
《参加》 模擬店出店/25団体、ステージ発表/7団体

この先100メートル以上つながる模擬店ブース

２０１８年１１月15日現在

団体名

（分野）

活動目的

連絡先

まなび－神奈川いきいきクラブ

（まちづくり） 生活習慣病の改善をし、見直してもらうため

042-762-1330

神奈川トーストマスターズクラブ

（社会教育） 話し方、スピーチ、リーダーシップを楽しく学ぶ

080-3153-0761

チーム赤いりぼんSaveAnimals

（まちづくり） 保護犬・猫を家族の選択肢に迎える呼びかけ。

非公開

市民 活動
応

援

し

ま

す

フクヤマ画廊

〒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）

ＮＰＯなどの市民活動を支援する助成金。ここでは締切間近のものをピックアップしてご紹介します。
詳しくはホームページの「お役立ち情報」や、サポセン内でもご覧いただけます。ぜひご活用ください。

タイトル

分野

一般・課題助成（いじめ・貧困・虐待防止）

子ども

かながわ子ども未来ファンド

児童・少年の健全育成支援

子ども

(公財) 日本生命財団

ライフフリー事業助成金

福祉

（一社） かながわ土地建物保全協会
お勧めサイト

助成内容

募集期間

・ 子ども、若者や子育てに関わる人の地域における「場」つくりを

2019年
1月25日まで

行う活動に対する助成
・ 自然体験、生活体験、仲間作り等地域の支援に係る活動に

2019年
1月31日まで

対する助成
・ 高齢者の福祉増進活動や障がい者の支援活動に取り組む
ＮＰＯ法人への支援

2019年
1月11日まで

『NPO WEB』 ⇒ http://www.npoweb.jp/ （NPO法人シーズ・市民活動を支える制度をつくる会が運営）
『CANPAN』 ⇒ http://fields.canpan.info/grant/ (日本財団および特定非営利活動法人CANPANセンターが提供)

指定NPO法人の申し出の受付が始まります！
受付け期間

相模原市の指定ＮＰＯ法人になると、その法人に寄附を

平成30年12月1７日～平成31年1月31日

した市民は、個人住民税の税額控除を受けることができ
ます。指定ＮＰＯ法人となるためには、市の条例で指定さ

詳細は、ホームページで！

れる必要があります。

相模原市

今回、ＮＰＯ法人の新規指定の申し出（平成３１年６月末指
定予定分）のほか、平成３１年６月末に期間が満了する指定

指定ＮＰＯ法人

検索

問い合わせ・事前相談 ： 市民協働推進課

ＮＰＯ法人の更新の申し出を受け付けます。

042-769-8226

※年末年始12月29日（土）～1月3日（木）はお休みします
各日13：00～、14：00～、15：00～ 40分程度・無料・予約制

緑区
ソレイユさがみ
第2火曜日、第4木曜日

中央区
市民活動サポートセンター

南区
ユニコムプラザさがみはら

第1木曜日、第3火曜日

第1、3月曜日、第2土曜日、
毎週水曜日

12月18日（火）
1月15日（火）
2月7日（木）、19日（火）

12月17日（月）、19日（水）、22日（土）
1月7日（月）、9日（水）、12日（土）
16日（水）、21日（月）、23日（水）
26日(土）、2月4日（月）、6日（水）
9日（土）、13日（水）、18日（月）
20日（水）、23日（土）

『市民活動hotリポート』
FMさがみにて
毎週火曜日

1月8日（火）、24日（木）
2月12日（火）

朝9:05から放送中

編 集 後 記

昭和の大掃除はタンスを動かし畳上げ、障子の貼替えや家周り
のドブさらいと家族総出で歳神様を迎える準備をしたようで
す。平成の大掃除は年に一度、業者に頼んできれいにリセット
する家庭が増えたとか。平成最後の大掃除、我が家は？（お）

3

けやき会館３F

さがみはら市民活動サポートセンター
開館日 ： 火曜日～土曜日 9：00～21：00、 日曜日 9：00～17：00
休館日 ： 毎週月曜日、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ウェルネスさがみはら前

たすかるバンク
たすけてほしい団体と
たすけたい個人をつなぎます

