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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３F
ＴＥＬ/FＡＸ ： ０４２－７５５－５７９０
Ｅメール ： sagami.saposen@iris.ocn.ne.jp
ＵＲＬ ： http://www.sagamaru.org

元号が新しくなる今年、さがみはら市民活動サポートセンターも新年度が始まりました。スタッフの
顔ぶれは変わらずとも、新たな気持ちでスタートを切りました。恒例になっている事業にも、あらたな
気持ちで取り組みます！ワクワクする２０１９年度に、レッツ・チャレンジ！！

★休館…1・8・15・22・29

★休館…6・13・20・27

★休館…3・10・17・24

※２０１９年３月末の予定です。詳細 は、
ホームページ 、
チ ラシ等でご確 認ください。

１５日 「さぽせんナウ」79号発行

１2日 相模原市民若葉まつり

9日

２３日

２8日

9・23日 ゆめみはら2019キッズ会議

NPO講座「はじめの一歩」

助成金講座

ほっとカフェ（ままカフェ）

１５日 「さぽせんナウ」80号発行
★休館…5・12・19・26

★休館…1・8・15・22・29
７・28日

ゆめみはら2019キッズ会議

１９日 助成金講座
２１日

３・４・６日 ゆめみはら2019
(準備・当日＆反省会）
19日

ボラチャレ期間開始

※ボラチャレとは
ボランティアチャレンジスクールの略

★休館…2・9・16・23・30

ボラチャレ終了(まとめの会）

20日 「さぽせんナウ」81号発行

24日

助成金講座

２9日

２8日

会計（連続５回）講座①

NPO講座「はじめの一歩」
★休館…4・11・18・25

★休館…7・14・21・28
１５日 「さぽせんナウ」
82号発行

１0日 市民活動フェスタ

19日

１６日 会計講座③

1３日 NPO講座「はじめの一歩」

会計講座②

★休館…1・2・3・6・13・
20・27
１7日 NPO講座「はじめの一歩」
24日

※ゆめみはら2019の事業名「キッズタウン」

NPO講座「ステップアップ」

★休館…2・9・16・23・
29・30・31
7日

会計講座④

１５日 「さぽせんナウ」83号発行

★休館…3・10・17・24

★休館…2・9・16・23・30

１4日 広報(連続2回）講座①

6日 労務講座

1５日

「さぽせんナウ」84号発行

13日 報告書作成講座

23日

利用者懇談会

1５日 「さぽせんナウ」79号発行

２8日

広報講座②

21日 会計講座⑤

メルマガ配信 … 毎月5日前後
NPOほっとカフェ … 6月「ままカフェ」以降不定期3回程度
NPOよろず相談 … 南区(ユニコムプラザ)第1・第3月曜・第2土曜・毎週水曜
中央区(サポセン)第1木曜・第3火曜
緑区（ソレイユさがみ）第2火曜・第4木曜
パネル展示 … 市役所庁舎・あじさい会館・ユニコムプラザさがみはらなど

つぶやき４コマ

「今年こそ…」 作：マチ

ヨシコ

市民活動サポートセンター登録団体、たすかるバンク登録の方、
他関係者を対象に開催する利用者懇談会。サポセンが、今年度どの
ような事業を実施したか、たすかるバンクとは?といった内容を関係
者に報告する開催趣旨を含んでいます。

「市民活動の運営を、今後も継続するために何が必要か？」「活
動の継続のため、組織や個人として気を付けるべきことは何か？」
今年は、基調講演とワークショップのコーディネートに手塚明美氏
（藤沢市民活動推進機構副理事長兼事務
局長）を依頼。在籍する組織の良いところ
や悪いところを洗い出す作業を行い共有
しました。試作中の自己診断シートで個人
ワークを行うことで、活動の原点を考え
直す機会になったようでした。

市民活動をサポートしているサポセンですから、活動が公益
的であれば団体登録のあるなしにかかわらず印刷機やオープ
ンスペースを利用できます。さらに、サポセンに登録することで、24名収容の会議室(予約
制)やロッカーも無料で利用可能になります。
懇談会や講座といったお得な情報を、いち早く入手ができる団体登録。「友達同士、市
内で活動をしている」「今後、市内で活動をしようと考えている」という仲間が集まってい
る方、窓口で説明しますので休館日（月曜日）以外でお待ちしています。

可憐な「柴胡（サイコ）」を広めたい
団体名 ： 相模原柴胡の会
代 表 ： 若井 義弘
連絡先 ： 090（1426）8989(事務局：福田）

相模原一帯は、かつて「柴胡が原」と呼ばれ、いくつ
かの小中学校校歌に登場する柴胡。その小さな黄色い

① 「柴胡花壇」の管理と8

花は昭和40年代まで市内にたくさん咲いていました。

月の柴胡フェア開催（県立

相模原公園近くには「柴胡が原」の名前が付いた陸橋

麻溝公園）

があり、特産品の品名にも用いられています。しかし、現

② 柴胡が原石碑前の花

在は絶滅危惧種となり、野生の柴胡を見ることはでき

壇整備（県道52号線）

なくなってしまいました。

③ 育成栽培（モナの丘）

「相模原柴胡の会」では、次のような活動を通じて環
境保全や市のイメージアップに役立てたいと考えてい

市民 活動
応

ます。

援

し

ま

す

「ミシマサイコ」が市民の皆さんに広く周知することを
願って、講座を開講し、栽培方法なども伝えています。

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

日
場

こども家族早期発達支援学会認定

ギター弾き語りと

発達サポーター講座

津軽三味線の調べ

時：①5月25日（土）

14:00～16:00

日

時：6月15日（土）

②6月15日(土) 14:00～16:00

場

所：ソレイユさがみ セミナールーム1

所：総合学習センター

参加費：2,500円/1回
内

定

当日受付にて支払い

容：①自閉症の感覚と支援方法
②ADHDとLDの支援方法

主

催：れいんぼうず

申込/問合せ:090-2320-5409（村﨑）

開演14：00

員：180名（当日締切・先着順）

日

時：6月23日（日）

場

所：津久井中央地域センター

定

員：30名（申込順）

主

催：NPOユーラック

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

問合せ：090-7259-4128（秋山）
共 催：話交会

e-mail:shiga-k223psn@docomo.ne.jp
FAX 042-749-7830(肥田)
TEL 080-5413-6909(工藤)

e-mail:rainbows.sagami@gmail.com

2月14日(木）、28日(木）連続講座を開催し

１３：３０～16:30

参加費：200円（保険及び資料代）

入場料：500円
主

視覚障がい者の理解と
誘導入門講座

３月6日(水)

原田恵一（特定社会保険労務士）講師による

ました。初回は講師がリーフレット（折り畳み式の宣伝用印刷物）

講座。労務管理と聞くと、どうも難しくて…と横を向いてしまう

を作成する場合のポイントとコツを伝授。

タイプの小欄。とはいえ、社会人としてある程度の常識は身に

自身の所属団体の活動内容を題材に宿題が出されました。一人

つけておきたいものと覚悟して受講するも、意外や意外。ハン

ひとりがデザイ

ズアウト資料を見

ンした作品は力

な が ら丁 寧 な 説

作ぞろい。講師と

明に引き込まれ

参加者が、感想

た。

を述べ評価しあ

続きは、ホーム

うことで、お互い

ページ「さぽせん

の気づきにつな

からのお知らせ」

がりました。

報告記事で！
出来上がった作品をみんなでワイワイと評価し合う様子

このショット後、積極的な質問が飛び交った

サポセン主催の「NPOほっとカフェ」は、テーマに沿った活動をしている団体同士や、
テーマに興味がある一般参加者が交流できる場としてきました。参加者アンケートで
は、ある程度の満足評価がありましたが、2018年度最後のほっとカフェは志向をガラッ
と変えて、学生団体の活動発表の場にお邪魔する企画。相模原、町田地域の学生と直
接話すことができました。参加して、新しいアイデアが生まれることを願っています。
こんなに活動している学生が、身近にいたなんて…！

２０１9年３月２０日現在

団 体 名

（分野）

連

絡

（文化・芸術・スポーツ ） ミュージックベル演奏を通して、色々な方と触れ合いながら楽しさ
を伝えて行きます。

非公開

スミール

（保健・医療・福祉）犬との触れ合いを通じ、癒しを感じてもらい利用者の方に笑顔になっても
らいます。

非公開

先

Bell Cheka !

市民 活動
応

活動目的

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「団体 支援」から、 ま たはけやき 会館3階サポセン掲 示コーナーでご 覧い ただけま す。

タイトル

生き活きシニアのための地域活動補助金事業
相模原市地域包括ケア推進課介護予防班

分野

助成内容

募集期間

福祉・健康

65歳以上を対象とした介護予防の活動を実施した団体に
補助金を交付

4月26日（金）
まで

環境

身近な自然の保全や、自然とのふれあいを積極的に行っ
ている人々に対して助成が行われる

５月７日（火）
まで

まちづくり

自然環境の保全改善について実践を通じて子どもたちの
意識向上を図ることを目的とする団体が対象

５月１０日（金）
まで

環境

環境の悪化防止と再生を目指し、緑化推進によりヒートア
イランド対策の一環となる目的で助成

5月１０日（金）
まで

公益信託富士フイルム・グリーンファンド
公益信託富士フイルム・グリーンファンド

子供たちの環境学習活動に対する助成事業
（公財）高原環境振興財団

緑化を伴うヒートアイランド対策」に関する助成事業
（公財）高原環境振興財団
お勧めサイト

『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)

お問合わせ

★ 相模原市

協働事業提案制度 説明会を開催します。

＜行政と一緒に住みやすいまちづくりをしませんか？
皆様のアイデアをお待しております。＞

042-769-9225

★ 予告

協働啓発シンポジウムを開催します。
新しい市民協働推進計画の策定にあたり、

市民の皆さんと市が協働で、地域の課題や社会的課題の解決を図る事業を募集します。

相模原市の未来を見据え今後ますます必

市民や地域の潜在的ニーズに応える、画期的な事業提案をお待ちしています。

要となる「協働」について、皆さんと一緒

次の日程で説明会を実施しますので、ご興味のある方、提案をご検討している方はぜひ

に考えます。

ご参加ください。
日

時

場

５月８日（水）14：00～15：30

津久井総合事務所

５月９日（木）19：00～20：30

ユニコムプラザさがみはら

５月10日（金）19：00～19：30

ソレイユさがみ

５月18日（土）13：30～15：00

けやき会館

所

第１会議室
ミーティングルーム４

セミナールーム３

【会場】 ユニコムプラザさがみはら
セミナールーム１・２

大研修室

募集要領の配布や制度の詳細等、詳しくは市ホームページをご覧下さい。
相模原市

【日時】 ５月17日（金）19：00～

協働事業提案制度

※ シンポジウムの詳細は5月1日号
広報さがみはらに掲載します。

検索

各日13：00～、14：00～、15：00～ 40分程度・無料・予約制
※開催日は変更になる場合があります。予約の際にお確かめください。

緑区
ソレイユさがみ

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

『市民活動hotリポート』
FMさがみにて
毎週火曜日

第2火曜、第4木曜日

第1木曜、第3火曜日

第1、3月曜、第2土曜、毎週水曜日

4/25(木）
5/14（火）、23（木）
6/11（火）、27(木）

4/16(火）
5/21(火）
6/6(木）、18（火）

4/15(月）、17(水）、24(水）、27(土）
5/8(水）、11(土）、15（水）、20(月）、22日(水）、
25（土）、29(水）
6/3（月）、5(水）、8(土）、12(水）、17(月）・・・

朝9:05から放送中

編 集 後 記

年度末の片付けと新年度の計画とで、バッタバタのこの季節。こ
れって勤め人も、ボランティア活動をしている人も、もちろん子育
て中のお母さんも、パパたちだって同じなんですよね。ゆっくり花
見に…と思う間もなく、若葉の季節に突入しちゃう…汗 （お）
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

3

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

