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フェスタとは、祭り、祝祭、祭祀（さいし）、祝日を意味するイタリア語
です。今年どんなお祭りになるかは、来てみて感じて・・・あなた次第?!

模擬店の様子(2017年度）

年 に一度、市民活動としてのお祭りは、今年16回目
を迎えます。通常は、当センターの会議室で地域にア
プローチするための会議を行ったり、活動をより良く、
より楽しくしようと工夫している団体が、来場者のため
に趣向を凝らした内容で参加します。11月11日(日)の前
日は、センターにもてるてる坊主をつるしてフェスタに
備えようかと思案中。
市民活動の扉を開けに、秋の一日を楽しみに、フェス
かき氷ショップ店構えチェック！

タを盛り上げに、それぞれの秋を探しに出かけてみま

子どもとワイワイ！（キッズ会議）

せんか？

ポスターは自治会の掲示板でもご覧いただけます！

つぶやき４コマ

「あなたは

どの秋？」

作：マチ

ヨシコ

日 常 の活動で は出 会え ない人と 知り 合うた めの ツー ル、皆さ んはどの よう に 探しますか？
きっかけはなかなか見つからないものですが、相模大野のユニコムプラザにありました！
10月2日(火)開催の神奈川県とNPO法人さがみはら市
民会議共催事業「企業・ＮＰＯ・大学パートナーシップミー
ティングin相模原」が開催されました。市民活動サポートセ
ンターが運営協力を行い、それぞれの団体活動が拡がる
可能性を見つけるために、少しでも多くの企業や団体と知
り合えるような内容で展開。手持ちの名刺がなくなる参加
者も見られました。
第1部は「特定非営利活動法人コドモ・ワカモノまちing」
の代表理事、星野諭（さとる）氏による基調講演。第2部のリ
レートークでは企業が地域との連携をどのように行ってい
るかを聞くことができました。第3部のグループワークは
協働作業による企画発想の楽しさを実感し、全体で4時間
という時間も短く感じるほどでした。
本事業によるマッチングも数多く、過去には意外性のあ
る団体と手を繋ぐ事例もあったとのこと。これからの団体
活動は、主体となっているメンバーはもちろん、構成員が
個性を活かした関わり方で活動に携わり、持続可能な活動
を考えるためにも広い視野を持ち、多くの分野と交流を持
つことで活動の広がりや深みが出てくるかもしれません。
《日
時》
《会
場》
《参加者総数》

10月2日（火）13：00～17：00
ユニコムプラザさがみはら
74名

親父たちによる 親父たちのための
親父たちの会
ま きさ と

団体名 ： 牧郷豆の会
代 表 ： 倉田 実 090(2147)7081
連絡先 ： 090（5669）0540 盛永 良二
発足当初の平均年齢45歳が、いまや65歳！活動年数を
重ねたことで「豆の会」の認知度もあがった。

盛り上がりの 一方
でメンバーの高齢化、

相模原市民桜まつりに11回出展した「牧郷焼きそば」は、

労働力の低下という

会で育てた麦を粉にして作ったもので「この麺はうまい」

課題と向き合いなが

とリピーターが列をなす。同様にうどんも製麺。もう一つの

らも会長の「大丈夫だぁ～」の一言で乗り越えている。

主力活動に「津久井在来大豆」を作ることから始める味噌

11月24日(土) 緑区牧野の旧牧郷小学校で開催される

づくりがある。2月の寒仕込みや7月の天地返しは市の職員

「秋の牧郷収穫祭」で「牧郷焼きそば」や地元の無農薬野

も参加。宴会込みで盛大に開催している。

菜を出店販売予定。皆様のご来場をお待ちしています。
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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

友知草の会 25周年記念講演

精神保健ボランティア養成講座

「認知症治療薬について」と最新情報

受講生募集

日 時：10月27日（土） 14：00～16：00
場 所：相模原市民会館 3階第1大会議室
定 員：130人（申込順）
参加費：100円（資料代）
主 催：友知草の会
申 込：ハガキに氏名、住所、電話番号を明記
の上 〒252-0236相模原市中央区富士見6-120 あじさい会館 相模原市社会福祉協議会ボラ
ンティアセンター内 友知草の会 宛
問合せ：TEL 090-7812-5257（富樫）

日
場

時：10月27日（土） 10：00～15：00
所：南区地域福祉交流ラウンジ
（ボーノ相模大野 2階）
定 員：20人（申込順）
参加費：500円（資料代・印刷代等）
主 催：精神保健ボランティアグループ ひびき
申込／問合せ：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

一緒に歌いましょう♪
歌声 パラダイス
オペラ歌手リードによる童謡唱歌・懐メロ等の集い
日 時：11月16日(金)、19日(月)
各日 開場13:45/開演14：00
場 所：16日 相模女子大学グリーンホール
19日 杜のホールはしもと
参加費：1,000円（当日支払・予約不要）
主 催：歌声パラダイスの会
問合せ：TEL 042-742-1135
090-8569-4697（会代表小西）

8月25日午後2時より、イーパーツリユースPC寄贈プログラムの「寄贈式」が相模原で開催されました。
本プログラムのリユースパソコンとは、企業で不要となったパソコンを障害者施設に修理清掃の業務依頼

寄贈プログラムの流れ
申請

をし、申請した団体を審査して有償で譲られるものです。
認定NPO法人イーパーツにより運営される地域版と呼ばれる本事業は、神奈川県内の支援センターが

選考会

募集活動と寄贈式の運営を担当しています。相模原市では、フードコミュニティ、緑のダム北相模、シニア
活動の森、もざいくハウス、市民後見人の会さがみはら、相模原市視覚障害者協会、カワラノギクを守る

審査結果通知

会、フーズマイルぐりぐらの８団体が参加、全体では44団体、総勢90名が参加しました。
地域紹介コーナーでは、「うかれ紙芝居」の本多氏が当市昔話のオリジナル作品を上演し、寄贈式が盛

寄贈式

り上がりました。
初期不良対応
PC受領報告

PC活用報告
（1年後）

２０１８年９月１５日現在

団体名

（分野）

活動目的

連絡先

社交ダンスサークル・チェリー会

（芸術・スポーツ） ダンスを通じて心身共に健康な仲間作り。

相模原市自治会連合

（市民活動支援）自治会相互の緊密な連携、自治会の円滑な運営。

042-753-3419

あさみぞみんなのコミュニティ

（子ども）地域で育むこどもの健全健やか事業。

090-4913-3517

IKIGAI-JUKU

（芸術・スポーツ）地域振興

ブラインドITサポート相模原

（医療・福祉）視覚に障害のある方々の情報バリアフリーを目指す。
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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/

090-2545-4872

非公開
090-1990-4036

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。締切間近のものをピックアップして紹介しています。
詳しくはサポセンホームページの「お役立ち情報」や、けやき会館 3階サポセン内でもご覧いただけます。

タイトル

分野

子ども夢基金/体験活動・読書活動助成

環境保全プロジェクト助成
(公財)損保ジャパン日本興亜環境財団

2019年度防災教育チャレンジプラン
防災教育チャレンジプラン
お勧めサイト

募集期間

・ 子どもの自然体験や実験、読書活動などを支援する事業に
対する助成
・ １件 市町村規模標準額 50万円

2018年
11月27日まで

環境

・ 自然保護、環境教育、リサイクルに係る活動に対する助成
・ 1件 上限 20万円

2018年
10月31日まで

地域安全

・ 防災教育の場の拡大や質の向上に役立つ共通の資産を
つくることを目的に、新しいチャレンジ に対する助成
・ 1件 上限 30万円

2018年
１１月22日まで

子ども

(独法)国立青少年教育振興機構

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

市民活動を知ろう・やってみよう 相模原市協働事業提案制度・市民ファンドゆめの芽
協働事業提案制度で、現在実施中の事業に関する進捗報告及び平成３１年度から実施を目指す事業の提案説明
「市民ファンドゆめの芽」の平成３１年度助成金の応募希望者向け説明会を実施します。申込み不要ですので、直接
会場へお越しください。
◆「市民ファンドゆめの芽」募集説明会

◆「協働事業提案制度」公開中間ヒアリング

平成31年度に実施する活動に対する助成金の

平成30年度実施中の事業の進捗報告

応募希望者向け説明会

日時：１０月27日（土）9：00～
会場：けやき会館2階

日時：10月28日（日）11：00～

大研修室

会場：ウェルネスさがみはら7階

◆「協働事業提案制度」公開プレゼンテーション

視聴覚室

※ 実際の応募は10月15日（月）開始

平成31年度からの実施を目指す事業の提案説明
日時：10月27日（土）13：00～
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
第2火曜日、第4木曜日

10月25日（木）
11月13日（火）、22日（木）

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

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

10月16日（火）
11月1日（木）、20日（火）

10月15日（月）、17日（水）
24日（水）、27日（土）
11月5日（月）、7日（水）
10日（土）、14日（水）、19日（月）
21日（水）、24日（土）、28日（水）

毎週火曜日

朝9:05から放送中

編 集 後 記

1面の「つぶやき4コマ」の中なら断然4コマ目の私。読みたい
本、読まなきゃならない本、興味がある新聞記事の切り抜きは
限りないほど積読（つんどく）化(^^; 時
間ができて本を開いた時には老眼で読
めない可能性１００％！どうする？（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

