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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

県下でも珍しい取り組み！！
相模ボラディア

ボラチャレとは？
皆様、既にご存じの方も多いと思いますが、サポー
トセンターの事業の一つに中高校生のボランティア

それらの施設が、中

チャレンジスクール（ボラチャレ）があります。

央ボランティアセン

これは、市内の中高校生に夏休みを利用してボラン
ティア体験をしていただくというもので、福祉、子
ども、国際、環境、スポーツ、まちづくり等様々な
分野で活動することができます。

ター、国際交流ラウ
ンジ、さがみはら市
民活動サポートセン
タ ー で、こ の 3 者 の
連携体制を相模原市

そもそもは、社協のボランティアセンターが「ヤン

中間支援施設連絡会

グボランティアスクール」として開催していたもの

（通 称 ： 相 模 ボ ラ

ですが、この事業をより多くの学生たちに様々な体

ディア）と命名し、

験をしてもらえるよう受入団体や施設を増やしてい

これに青少年学習セ

くことを目的として、市内の施設間が連携して開催

ンターが加わり、協

するようになりました。

働でボラチャレを運

夏休み、

営しています。この

地域に密着！ボランティア！！

珍しい事例として注

取り組みは県下でも
目されています。

オリエンテー
ション

7/14（土）
9:30～12:00

あじさい会館６F

体験期間

7/21（土）～
8/21（火）

異なる分野2つ以上
を体験

まとめの会

8/22（水）
9:30～11:30

あじさい会館６F

キャプション

団体検索システムの構築
相模ボラディアではボラチャレの他に、団体検索シ
ステムを構築し、各施設の登録団体をＨＰの共通画
面で検索することができるようにしました。

・応募期間：6月14日（木）～7月2日（月）
・対象：相模原市内在住・在学の中・高校生
・申込み：相模原市社会福祉協議会
中央ボランティアセンター
Tel：042-786-6181 / Fax：042-786-6182

さぽせんキッズタウン”ゆめみはら”とは？
子どもスタッフとＮＰＯ団体が企画し、運営する仮想のまち。子ども
たちはここでの様々な体験を通して、実際のまちについて遊びな
がら学び、まちの一員（市民）として自ら行動し、まちづくりに参画
していくことを体得します。
また、学区を超えた異年齢のこども同士、団体の大人たちとのコ
ミュニケーションを通して、自立心や社会性を養い、働
く楽しさや大変さを学んでいきます。
日時
会場

： 7月29日（日）10：00～16：00
： けやき会館2階・3階
※詳細はサポセンＨＰをご覧ください

企業からのリユースＰＣを公益的な活動を行う市民

寄贈台数 : リユースPCおよび液晶モニタを1団体に付き上限3台迄

団体やＮＰＯへ寄贈し、その情報化を支援する認定Ｎ

負担金 ： ノートPC 7,480円、7,980円/台 液晶モニタ 2,980円/台

ＰＯ法人イーパーツと県内１０の市民活動支援セン

申請期間 : 4月9日(月)～6月29日(金)

ター共催のプログラムです。

申請方法 : インターネット上からエントリー、その後必要書類を

各支援センターに登録している団体、または登録の
意思ある団体を対象として、まちづくりや地域の活
性化に寄与する非営利団体へ、リユースPC計50台
を寄贈致します。

kanagawa@eparts-jp.orgへメール添付、または、登録している支援
センターまで郵送または直接持
参下さい。
結果は厳正な選定の上、8月上
旬頃にご連絡いたします。
イーパーツのキャラクター

子どもたちのキラキラ輝く目が贈り物！

団体名 ： おもしろ科学くらぶ
代 表 ： 篠田 政一
連絡先 ： 042－753-0898
★おもしろ科学くらぶ設立の経緯★

的に体験できるように、会員制で実施しています。科学技

科学・技術の現場に携わってきた者たちがその深い思いを

術の現場経験者１０名が会の運営、指導にあたり、３～６年の

感受性が最も強い時期の小学生達に伝えたいと2002年設立。

小学生を対象にリニアモーター、分光、光通信、化学分析そ

実験を通して科学技術の実態と面白さ、大切さを体得してもら

の他小学生ができる実験プログラムを作り指導にあたっ

うべく、主に大野北公民館を拠点に

ています。最新の話題の紹介や見学も行っていま

月２回、土曜日に活動しています。

す。

★活動理念と内容★

★今後に向けて★

仮想現実や聞きっかじりに浸るまえ

現場の経験をもつ同好の士を募っています。現役、

に実現実（本物）をしっかり体得させ

OBは問いません。

るため、一過性の行事ではなく、継続

ＨＰ：「おもしろ科学くらぶ相模原」
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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3回 ベルヴィ三世代交流ひろば
フリマ＆マルシェ、こども遊び広場、朝摘み新
鮮野菜の販売!、フード、生活＆健康相談コー
ナー等
日 時：6月30日（土） 10：00～14：00
場 所：ベルヴィ相模原
主 催：「ベルヴィ三世代交流ひろば」
実行委員会
問合せ：実行委員会事務局
TEL 080-1051-8375（阿部）

相模原ウインド・アンサンブル

第3回

第29回 定期演奏会

サマーダンスフェスティバル

日 時：6月24日（日） 開場14：30/開演15：00
場 所：杜のホールはしもと(ホール）
指 揮：福島正和
主 催：相模原ウインド・アンサンブル
問合せ：http://sweswe.sakura.ne.jp/hp/
e-mail:sswwee_swe@yahoo.co.jp

日 時：7月7日（土） 11：30～16：00
場 所：相模原市総合体育館（麻溝台）
ゲスト：ショウスイ・田中彩恵組
参加費：事前申込 500円/当日支払 1,000円
主 催：相模原市ダンススポーツ連盟
問合せ：TEL 080-1034-2908（岡本）
090-8088-1210（宇佐見）

*平成30年度相模原市文化芸術発表・
交流活動支援事業補助金交付事業

この度は、2017年度市民活動団体アンケートに
ご協力いただき有難うございました。

＊参加者は相模原市連盟HP等に記載される場合があります。
写真及び映像を使用する権利は運営主催者に帰属します。

団体の課題
アンケートを通して見えてきたことは、数年前までは団体
にとって一番の課題は資金調達でしたが、今回のアン

アンケートの目的
今回のアンケートは、センターにおける団体の皆様への支援
のあり方や、今後のセンターのあり方などを検討するうえで
の基礎資料とさせて頂くとともに、各団体の皆様の課題等を

ケートでは、「世代交代できない、後継者不足、メンバー不
足」など、人材不足が課題の代表格となっていることで
す。
実際、センターの利用団体にも高齢化に伴う活動の停止

把握させて頂くために実施したものです。

を考えている団体が数団体、ＮＰＯ法人の解散を検討して

対象と回収率

いる団体もいくつかあります。

対象は相模原市内のＮＰＯ法人と、さがみはら市民活動サ

この課題にセ

ポートセンター登録団体の493団体に送付させて頂き、224

ンターとして

団体から回答を頂くことが出来ました。回収率は何と45.4％

どう対応して

と驚くべき数字となりました。

い く か？大 き

これもひとえに、皆様のサポートセンターへの期待と想いの

な課題を突き

強さと承り、責任の重さを痛感すると共に、感謝の気持ちで

付けられたよ

一杯になりました。

うに思いま
す。

ＮＰＯはじめの一歩講座

助成金申請のポイント

ＮＰＯって何？ＮＰＯ法人を立ち

ＮＰＯにとって大きな悩みは「資金」

上げたいが・・・そんな方にオス

をどうやって集めるかです。今回の
講座では、ＮＰＯの活動資金の「助成

中央区サポセンで開催

金」について学びます。当日は日本政策金融公庫のＳＢ支援
融資等の説明もあります！
5月29日には1回目として中央区のサポートセンターで開催、
15名が参加され、関心の深さが感じられました。

し

人申請のメリットやデメリットなどを紹介頂き、東京地方税理
士会相模原支部によるＮＰＯ法人会計の基本の「き」も学べま
す！
4月21日、サポセンでの講座は、8名の参加がありました。

ソレイユさがみ

7月6日（金）

緑区 ソレイユさがみ

8月23日（木）

南区

ユニコムプラザさがみはら

9月26日（水）

南区 ユニコムプラザさがみはら

2019年1月30日（水）

市民 活動
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キャプション
4月21日サポセンでの講座風景

緑区

※（開催時間）13：30～16：00、（定員）各20名、（参加費）500円

応

スメ。各区で活動中の法人に法

ま

す

フクヤマ画廊

※（開催時間）13：30～16：30、（定員）各20名、（参加費）500円

〒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）

２０１８年5月１８日現在

団体名

（分野）

活動目的

連絡先

子供の人権を守る会

（子ども） 子供達の人権を守るための救済活動や法律の整備。

090-1694-3070

社会貢献さがみはらチーム

（消費者保護） 自主的に社会貢献活動を行う。

080-1023-7055

いごこちよか、エンジェルの友

（福祉） 障害児者等を中心とした様々なグループ活動の実践

非公開

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

未来のつばさ プロジェクト支援事業
(公財)楽天未来のつばさ

NPO基盤強化資金助成／
「住民参加型福祉活動資金助成」

コンサベーション・アライアンス・ジャパン
お勧めサイト

募集期間

こども

・ 児童養護関連プロジェクトで子どもの権利擁護、子どもの
最善の利益に資するもの
・ １件 上限 30万円

2018年
10月31日まで

福

祉

・ 障害児・者、高齢者を対象として活動するＮＰＯの支援、社会
福祉の学術文献表彰、学術研究・文化活動の助成
・ １件 上限 30万円

2018年
7月20日まで

環

境

・ 自然環境保護とくにフィールドの保護活動を中心に資金援助
を行ないます
・ １件 上限 50万円

2018年
5月25日まで

（公財）損保ジャパン日本興亜福祉財団

アウトドア環境保護基金（後期）

助成内容

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』⇒ http://www.npoweb.jp/
日本財団および特定非営利活動法人CANPANセンターが提供する『CANPAN』⇒ http://fields.canpan.info/grant/

お問合わせ

042-769-9225

◆市民活動のいまを聞こう・学ぼう◆
平成２９年度に実施された各事業の成果報告会を開催します。申込みは不要、直接会場に。

市民ファンド「ゆめの芽」助成金交付事業

公開報告会

協働事業提案制度

日時：6月30日（土）

公開事業報告会

日時：6月24日（日）

午後1時30分～午後3時30分

午前9時30分～午後3時

会場：けやき会館２階 大研修室

会場：けやき会館２階 大研修室

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

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火曜日、第4木曜日

第1木曜日、第3火曜日

第1、3月曜日※新設
第2土曜日、第4水曜日

6月28日（木）
7月10日（火）、26日（木）

6月19日（火）
7月5日（木）、17日（火）

6月18日（月）、27日（水）
7月2日（月、14日（土）、
16日（月）、25日（水）

『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
団体にとっての総会は大事な恒例行事、4月5月のサポセンでは資料
印刷等でにぎわっていました。個々の講演会やイベントへと展開が始
まり、チラシ配架も増えてきました。活気ある
団体活動へサポセンは惜しみない支援を提
供いたします。どうぞご利用ください。 （フ）

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

