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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

CNSプロデュースは、コスプレイヤーと一緒に撮影

今年、初出展の
ハーバリウム工房は、
子どもたちに大人気の
お仕事。作り方の説明をキッズ
職人たちにわかりやすく話してい
ました。

毎回出展している相模原おもちゃドクターの会

写真連盟はキッズカメラマンたちに、本格的なカメラについて
丁寧に説明をしていました。マチの何気ないショットを撮るた
め、キッズカメラマンとフォトウォーキングにも出かけました。
キッズデザイナーを多く輩出したCOCONET神奈川支部

キッズタウンは、２０１４年にお試し企画と

活動の継続や拡大のためには、伝えるスキルも必要です。

して開催され、２０１５年からはサポートセンター主催となり実

出展者アンケートには子どもたちに伝える楽しさや難しさを

行委員会形式をとっています。実行委員と出展に関しては、

感じたという感想もありました。日頃、子どもに関わることが

サポートセンターに登録している市民活動団体すべてに『さ

少ない団体も、活動を広げるための場となったようです。

ぽせんナウ』と同封のお知らせを配布しています。

つぶやき４コマ

「さぁ。リ・スタート」

作：マチ

ヨシコ

暑い１日だった８月４日。けやき会館は熱い熱い１日
となりました。募集数１５０名を大きく上回った応募者から抽選が行
われ、見事当選した１５０名の４～６年生。「キッズタウン“ゆめみは
ら”」の市民となりまちづくりを体験しました。

ボンベを背負い空気呼吸器
をつけて、消防士の訓練
ボンベが重くて( ´Д｀)=3
エンディング ： 違う学校の友だちができたね

ケガに注意をしながら、本物の
ベンチを製作しました。
市内のバス停に設置予定

一般参加者アンケート
楽しかった…130
ちょっと残念だった…20
（おにぎりをもっと食べたかった、貯金がしたかった）

６月から準備に関わったキッズスタッフと中学生ボランティア

世代を超えた音楽つながり
団体名 ： 相模原ウインド・アンサンブル
代 表 ： 飯尾 祐子
連絡先 ： 090（4747）0060（笹倉）
E-mail： sswwee_swe@yahoo.co.jp
矢部にある相模原市立青少年学習センターは、平成11

今年度の定期演奏会

年3月まで県立相模原青少年会館だったことをご存じで

は、9 月 15日（日）相模 原

しょうか？当時開催された「吹奏楽教室」から継続してい

市民会館においてに開

る私たちには約40年の歴史があります。現在は、40名ほ

催することが決定して

どの団員で、年1回の定期演奏会とクリスマスコンサートを

います。

主な活動としています。近年は、地域の保育園や自立支

現在、定期演奏会に向けて全員が大詰めの練習と準

援施設、市民団体等から演奏する機会をいただき、団員

備をしています。入場無料ですので、ぜひ足をお運びく

自身の技術向上となっていることを実感しています。

ださい。
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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

学生落語の晴れ舞台！

一緒に歌いましょう♪

第17回 がくし寄席
日 時：9月１５日（日） 開場13：30/開演14：00
場 所：ソレイユさがみ セミナールーム２
出 演：遊楽亭さがみ
入場料：500円（学生200円）
※席に限りがありるのでお早めに。
※終了後交流会を予定しています。
主 催：NPOユーラック
問合せ：NPOユーラック
TEL 090-7259-4128(秋山)

介護についての相談窓口

歌声パラダイス

ほっとタイム

日

時：①9月２４日（火）②9月２5日（水）
いずれも開場13：45/開演14：00

場

所：①相模女子大学ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾙ多目的ﾎｰﾙ
②杜のホールはしもと多目的室

内

容：両日同内容(赤とんぼ･大きな古時計他)

日

場

参加費：1,000円（当日払い、予約不要）
主

催：歌声パラダイスの会

問合せ：TEL
携帯

042-742-1135
090-8569-4697（代表小西）

時：①9月12日（木）・10月4日（金）
②9月15日（日）・10月12日（土）
③9月5日（木）・10月1日（火）
いずれも10：30～12：00
所：①市民会館 ②緑区合同庁舎2F
③南保健センター2F

対

象：介護に関わっている方

主

催：友知草の会

問合せ：TEL

090-786-6181（富樫）

【ボランティアチャレンジスクール】
まとめの会 於あじさい会館

「会 計の大切さはわかるけれど、つまりは赤字に

中学生・高校生の夏休みは、部活動や宿題

なっていなければいいよね」「帳簿をつけていれば
大丈夫でしょう」会計事務には、帳簿をつけるだけで

に忙しいようです。合間を縫って体験したボラ

なく、大切な役割があります。連続で開催される会計

ンティア活動の振り返りをグループワークで

講座を受講すれば、団体活動に幅がでたり、新しい視点で活動できるかも。

共有するまとめの会。生徒たちは、市民活動を
どのようにとらえたか、当日発表があります。

昨年度の参加者からは「わかりにくいことをわかりやすく説明してくれまし

協力団体の方と一緒に振り返ります。

た」「短時間の講義でも、要点がつかめた」などの声がありました。
連続講座ですので、１回では理解しにくい内容や、改めて気になったことな

【助成金講座】

どの疑問が、次の回で解決します。NPO法人会計の基礎から決算書の作成まで

（ユニコムプラザさがみはら）

トータルで学習できます。団体で、個人で、ぜひご参加ください。

各区で開催の最後は、南区。今年は各区と

※ 同封の会計講座チラシ裏面に必要事項を記入し、FAX 042-755-5790 まで

もに盛況です。助成金について、気になる方は

お申し込みください（メール・電話での受付も可能です）。

早めの申込みをオススメします。
７／ ⒚開催講座の様子

日程 ： 9月28日・１０月１９日・１１月１６日・１２月７日・１月２５日 いずれも土曜日
時間 ： １４：00～16：00

（個別相談は16：00～ ）

協力 ： 東京地方税理士会 相模原支部（講師派遣）
会場 ： けやき会館 ３階 相模原市民活動サポートセンター 会議室
※（個別相談）16：00～、（定員）各20名、（参加費）2,500円

２０１9年７月27日現在

団 体 名

（分野）

相模原郷土懇話会
旧笹野家住宅を考える会

活 動 目

的

連 絡

（文化・芸術） 相模原を中心とする郷土文化の諸課題の研究

080-5042-9805

（文化・芸術） 国登録有形文化財旧笹野家住宅主屋と長屋門の保存・活用

080-5042-9805

特定非営利活動法人
（保健・医療・福祉）共に支えあい生きる社会を目指して活動を推進する
日本福祉リレーションシップ協会
さがみはら桜守の会
音楽ボランティア 風の詩
NPO法人 はるサポートルーム
ぼっちぼっち
特定非営利法人
さがみはら市民交番青パト隊
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先

090-4130-8571

（まちづくり） 桜の普及に寄与すること

090-6924-0751

（文化。芸術） 多くの人たちに懐かしい音楽を聴いて楽しんでもらうこと

090-3683-8476

（保険・医療・福祉） 医療的ケアが必要な重症心身障害児とその家族に対して
支援をすること

haru-bocchi2019
@bz04.plala.or.jp

（地域安全）青パト車両による防犯、交通安全啓発

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/

042-747-4010

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」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

障害児者に対する自立支援活動への助成
（公財）洲崎福祉財団

第13回「未来を強くする子育てプロジェクト」
住友生命保険相互会社

For

Children

(公財）公益推進協会

2019年度国内助成プログラム
（公財）トヨタ財団

お勧めサイト

分野

助成内容

募集期間

福祉

・ 障害児・者の自立と向上を目的とした各種活動に対する助成

2019年
8月31日まで

・ 地域において子育て環境づくりに取り込む団体に助成

2019年
9月6日まで

福祉・保険

・ 難病の子どもたちとその家族に対して、セルフヘルプ活動を
している団体に助成

2019年
9月30日まで

まちづくり

・ 未来に担い手と創造する持続可能なコミニティー地域に開
かれた活力ある課題解決に助成

2019年
9月30日まで

子ども

『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）

問合せ

042-769-8226

さがみはら地域ポータルサイト「さがポ」
ポータルサイトでできること(例）

相模原市は、相模原市コミュニティサイト運営プロ
ジェクトとの協働で「さがみはら地域ポータルサイト

●団体ホームページを無料で作成できます
●市内イベント情報がまとめて確認できます
●ＳＮＳで情報発信ができます

(通称：さがポ）」を運営しています。さがポでは、団体
の活動情報を発信するためのホームページを無料で
作れるほか、市内のイベント情報や暮らしに役立つ
情報の発信等を行っています。ぜひ、ご活用ください。
「さがポ」で検索 URL http://www.sagami-portal.com/

新規登録団体向け
さがみはら地域ポータルサイト活用講座
日 時 ： ９月５日(木）または９月１０日(火）
13：30～16：30
会 場 ： 相模原市立産業会館
申 込 先 ： 相模原市コミュニティサイト運営プロジェクト

info@sagami-portal.com
さがポ マスコットキャラクターでいらボー

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

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

8/22（木）
9/10（火）、26（木）
10/8（火）、24（木）

8/20（火）
9/5（木）、17（火）
10/3（木）、15（火）

8/24（土）

『市民活動hotリポート』
FMさがみにて
毎週火曜日

朝9:05から放送中

編 集 後 記

暑さに嫌気がさす夏。小学生の頃、夏休みに胸躍らせた記憶
が心に沁みついて、お盆過ぎに物悲しくなるのは私だけ？な
んてセンチメンタルになるのもいいけれど、フェスタに向かっ
て動きだしている実行委員に聞かれたら大変だぁっ！（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
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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

