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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

「たすかるバンク」は人材バンクです。団体活動のお手伝いができる人材が、たくさん待っています。
「イベントのPRするためにチラシを作りたいけれど、知識も時間もない」「NPOの会計ソフトを導入した
いが、メンバーに詳しい者がいない」「団体メンバーのパソコンスキルアップ学習会をしたいけれど、講
師はどうしよう？」といった悩みもあっという間に解決！まずは、メールかお電話でご相談ください。

①
経験・知識・技術などを
相模原のまちづくりを

社会に役立てたい
と考える個人

②

よりよくするために
人手が欲しい市民活動団体

③

① 団体が、必要な支援内容を具体的に登録（ニーズ登録）
② サポセンが①に対応可能な人材登録者をチョイス
③ 団体が人材登録者に具体的内容を依頼（サポセン立合い）
④ 実施
⑤ 人材・団体が各々報告書（写真および感想）をサポセンに提出

たすかるバンクの担当スタッフを増員しました。ニーズ登録した

子育てグループ×イベントを盛り上げる人材

団体や対応予定の登録人材との連絡が取りやすくなります。また、
「さぽせんナウ」にたすかるバンクコーナーを設けることが決定！
どんな登録者がいるか、バンクを利用した感想、マッチングの様子
など、掲載していく予定です。人材登録に興味がある方や活動支

たすかるバンク

援を求めている団体からの問合せお待ちしています。
※ 団体のために力を貸してくれる方、人材登録は随時受付けしています。 詳細は、サポセンにお問合せください。

「NPOとNPO法人の違いは？」「市民活動と地域活動は何が違う？」「誰かの生活に役立つことを手伝いたい」
「コロナ禍で、家にいる時間を有意義にしたい」と思っている方は、参加ご検討ください。日常生活と市民活動には、密
接な関係があったことが分かります。「あなたのチカラがマンパワー！」市民活動に参加することで、活動する人と助けられる人、
果てはまち全体に笑顔が増え、あなたの毎日がドキドキワクワクするはずです。

【開催日】 １１ 月 8 日（月）
【会

14：00～16：30

場】 橋本駅北口 シティプラザはしもと 6階
ソレイユさがみ

【定

セミナールーム 3

員】 10名 （先着順）

【参加費】 500円 （資料代）

2020年度 はじめの一歩@南区の様子

【開催日】 １１ 月 25 日（木） 14：00～16：30
【会

場】 相模大野駅北口

bono相模大野

【講

サウスモール 3階
ユニコムプラザさがみはら
ミーティングルーム 4
【定

員】 10名 （先着順）

師】 （いずれも同講師による3部構成）

さがみはら市民活動サポートセンター総括責任者 水澤弘子
相模原市市民協働推進課 ＮＰＯ担当職員
東京地方税理士会相模原支部所属 税理士

【参加費】 500円 （資料代）

本講座は、すでに、市民活動をしている方や、活動歴が長い方は、初心にかえって受講することで、団体に新しい風を吹き込むこ
とができるかもしれません。講座のタイトルは「はじめの一歩」ですから、これから何かの活動をしたいと考えている方の参加も大
歓迎。本来の対象は、活動団体の法人化を考えている方ですが、参加者層を鑑み、内容を流動的にしているので、安心してご参加
できます。なお、スタッフが同席し一緒に受けさせていただくことがあることご理解ください。

詩と絵画の出会い
団体名 ： さがみハート展
担当者 ： 岡村 郁雄
連絡先 ： 042-761-1440
「さがみハート展」は2009年に発足し、現在は１８名の

巡回展は年間

実行委員で運営しています。精神に障がいのある方が書

を通して中学校、

いた詩と、それをイメージした絵画を展示する催しを主

各施設で開催しますが、近日ではJR相模原駅直結の相

な活動としています。障がい者のメッセージや思いが、詩

模原市民ギャラリーにおいて、11月25日から11月29日ま

と絵画の作品によって社会に届くように、一般画家や中

で62点の作品を展示する予定です。同様の展覧会を通

学生等が絵を描いています。このことによって人と人と

じて、詩の作者が長年疎遠だったお母様と連絡が取れ、

がつながり温かい心の交流が生まれ、障がいへの理解が

その後、時々会うようになったという例もあります。入場

広がっていくことが目的です。

無料ですので、是非ご覧頂ければと思っています。
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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

登録団体が自己紹介したパネル（団体パネル）は、サポセンで保管
しています。月ごとに入れ替えている常設展示場所の他、期間限定
で展示会を行っています。9月10日まで市役所１階、国保年金課前で
開催しました。壁面に沿ってパーテーションを設置するため限られた
パネルのみの展示になりましたが、市役所に足を運ぶ方の目に留ま
りやすかったようです。

相 模大野駅近くの商業施設bono相模大野サウスモール３階でパネル展示を行
います。期間中は、市内活動団体や、大学生の作品展示も行われるようです。市内
のパネル展の中で一番多く展示している今回、お買い物ついでに足をお運びくだ
さい。また、団体のPRにもなりますので、周知のご協力をお願いいたします。

2020年度パネル展（ユニコム会場）

社会保険労務士を講師に迎え、市民活動団体で働
くことについてわかりやすく話してもらう講座です。
2018年に成立した働き方改革によって、順次施行してい
る法律はNPOも対象になる労務のルールが含まれています。法
令や制度についての正しい知識を身につけておくことは、働く
立場の人の身を守ることになり、雇用者にとってもリスク回避
になります。今年度は日曜開催ですので、これまで調整が難し

【開催日】 12月12日（日）14：00～16：00
【場

所】 サポートセンター（けやき会館3階）

【定

員】 10名（先着順）

【参加費】 500円（資料代）
【講

師】 原田 恵一 氏（特定社会保険労務士）

かった方、ぜひご検討ください。

ボランティアを希望する多くの市民や、中間支援施設で活用していただいている「つなげよう笑顔」改訂作業が始まりま
す。「生活の空き時間に、ボランティアをしてみよう」「なんとなく、誰かのために何かをしたい」と思っている方に向けた情報
誌です。新規に掲載を希望する団体も、既に掲載した団体もご意向を伺います。11月中にご意向をお知らせください。なお、掲
載はサポセン登録団体に限らせていただきます。この機会に、サポセン登録のご検討も併せてお願いいたします。

女子の自転車ロードレースが地元緑区を通ることを知り
ボランティアに挑戦！担当地点では、沿道の観客がコースに
はみ出さないか、ソーシャルディスタンスがとられているか、声
を出しての応援はしていないかの確認がボランティアの役目
でした。
当日午後2時半、気温34度の中67名の選手が上り坂を険し
い顔で走り抜けていきます。ルールを心得ていた観客の皆さ
んは、拍手を送っての応援でした。
TOKYO2020は、二度とない経験になったうえ大きな感動を
もらい、私の特別なイベントになりました。 （わ）
つぶやき1コマ 「スポーツの秋！」 作：マチ ヨシコ
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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

分野

河川基金助成

環境ほか

（公財）河川財団

「外国人材の受け入れと日本社会」

国際協力・

（公財）トヨタ財団

交流

子どもゆめ基金

子どもの

（独法）国立青少年教育振興機構

健全育成

お勧めサイト

助成対象

募集期間

・ よりよい”川づくり”に役立つ様々な活動を支援
（「研究者・研究機関」「川づくり団体」「学校」の3部門）

2021年
11月15日まで

・ 外国人材が能力を最大限発揮できる環境作り等、受け入れの
総合的な仕組み構築寄与が期待できる調査・研究・実践を助成

2021年
11月20日まで

・ 地域の草の根団体等が実施する様々な体験活動や、特色あ
る新たな取り組みなど裾野を広げる様な活動を対象

2021年
11月30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）

問合わせ

042-769-8226

市民ファンド「ゆめの芽」令和４年度助成金の募集が１０月１８日（月）から始まります。募集要項はさがみはら市民活動
サポートセンター、相模原市役所市民協働推進課、市内のまちづくりセンター等で配布します。応募条件などの詳細は、
募集要項をご確認ください。
ゆめの芽に関するお問合わせは、市民ファンド「ゆめの芽」事務局 （電話 ０４２-７５２-０８８５）まで。
なお、応募希望者向け説明会を、１０月中旬に実施します。参加希望の方は市民協働推進課までお問合わせください。

市民ファンドゆめの芽とは・・・
相模原市内に活動拠点を置く、市民活動団体の事業を支援するもので、２種類のコースがあります。
◇活動初動期を支援するコース

◇活動の発展を支援するコース

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

10/28（木）、11/9（火）,25（木）、12/14（火）,23（木）

第2火曜日、第4木曜日
中央区

10/19（火）、11/4（木）,16（火）、12/2（木）,21（火）

第1木曜日、第3火曜日
南区ユニコムプラザさがみはら

10/20（水）,23（土）,30（土）、
11/6（土）,10（水）,17（水）、
12/1(水),11（土）,18（土）,22(水）,25（土）

編 集 後 記

「ロジハラ」という言葉がTVから流れてきました。「正論を振り
かざして相手を追い詰めること（ネット検索）」だそうです。小
学校ではワクチン接種を済ませた生徒に挙手をさせたとか。
日本人にありがちな同調圧力も含め、我をふりかえったもの
の「気にしすぎも良くないかぁ」。これ、の～てんきすぎ？（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（2021/12/29～1/3）、けやき会館の定期点検/清掃日（2022/3/5）
※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

