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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

今年度のさぽせん事業は、コロナの影響で開始が遅くなったため、ここにきて
目白押し！加えて、対策を講じているため募集定員は半減させてもらっています。
驚くほどの勢いで申込みが来ている講座もあります。
さぽせんナウはもちろん、メルマガや、ホームページでチェックをお忘れなく！

1/21、2/4 広報講座

2/14 ＮＰＯステップアップ講座
市民活動 団体運営のコツ

視覚に訴える展示パネルを作ってみよう

団体活動の継続に思い悩んでいませんか？今回は団

「メインの活動は？」「グループに連絡を取りたい」「ど

体運営を組織的に学びます。

こで活動しているの？」パネルを見かけた方が、そんな
思いを持つかも。市民活動を見せるための方法を専門

なかなか活動できない状況の今だからこそ！前向き

家に直接聞くことができる

な姿勢で、充電期間となるよう！組織を支えるメンバー

講座です。参加者が試作し

間の連携をとるためには？掲げているミッションを達成

たパネルにアドバイスもも

するためには？など考える機会として参加ご検討くだ

らえる講座。2回の連続講

さい。

座に参加して、あなたもセ
会場は、中央区富士

ミプロデザイナー！！
新サイズ（3面に記載）で作製チャレンジ！

見のけやき会館3階。さ
ぽせん会議室で講師に
手塚明美氏を迎えての

1/26 ほっとカフェ

開催です。

花と緑のトーク会

2019年度ステップアップ講座

相模原を「花と緑で美しく」住みやすい環境づくりをし
ている団体も、今年に入り地域との交流や関わる事も難
しくなっています。コロナ禍の状況をふまえ、地域の清掃
や花の植え替え、森林管理
などどのように活動をして
い け ばよい ので しょ う か。

※1/5（火）から通常通りの月曜休館

未来を見つめ、明るくトーク
しませんか。

※けやき会館・定期点検日のため

2020年度第2回ほっとカフェの様子

２０20年11月13日現在

団 体 名
南区若者参加プロジェクト実行委員会

健康LABO

（分野）

活

動

目

的

連

絡

先

（まちづくり ）まちづくりに、若い世代が参加するような取り組みを実施。

042-749-2134

（保健・医療 ）地域の皆様の健康づくりを支援する事業を行う。

042-756-1113

※登録団体の皆さまへ 登録内容に変更はありませんか？登録内容変更届を連絡担当者宛に送付しています。ご確認ください！

「懇談」をいくつかの辞書で調べると「うちとけて話し合うこと」
「お互いにうちとけて話をすること」とあります。今年、懇談できる
可能性は低いのですが、その分、充実した講演をお届けします。
市民活動の根幹である「より良い暮らし」のため年度の締めくく
りにぜひ参加してください。スタッフ総出でお待ちしています。

開催予定日

2021年2月21日（日） 14：00～

会

ウェルネスさがみはら

場

予定内容

7階 視聴覚室

・2020年度さぽせん事業報告
・講演（講師：シーズ代表理事 関口 宏聡 氏）
・ロッカー、レターケース抽選 など

やさしい出逢いの場 モンステラ
団体名 ： ケアラーズカフェ モンステラ
代 表 ： 山田 由美子
連絡先 ： 042-749-8527
「ケアラーズカフェ モンステラ」は2018年11月1日市内

き 立 て パ ン、土 曜

で初めて「家族介護者の心をケアするための癒やしの

日はボランティアの協力を得て､500円ランチを提供し

場｣として産声をあげました。介護うつ病を経験した代表

ています。このことで、ケアラー･高齢者の垣根をなくし

者が､自宅の一部を地域に開放し､来訪者の心がほぐれ

た自然の交流により相互に支えあう関係づくりが少しず

るようハワイ島の雰囲気作りをしています。ケアラーと同

つ生まれてきました。

じ目線に立って傾聴しあい､少しでも笑顔になって帰って
いただけることを、会員は常に願い活動しています。
火曜日はデイサービスの利用者とスタッフの手作り焼

市民 活動
応
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す

３年目を迎えた11月からは､コロナ禍でも人との繋がり
を持ち続けられる試みとして､「ガーデンカフェ」もス
タートさせました。

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

さぽせん施設内には、無料のロッカーがあります。
利用期間は1年。利用者懇談会で翌年度の利用が決定しま
す。コロナの影響を受けて利用できなかった団体を含めて、再度申込
みが必要です。レターケースについても同様にお申込みください。未登
録の活動グループの方、この機会に、さぽせんに登録して、ロッカーやレ
ターケースの申込みをしませんか？なお、利用希望者が設置数を超えた
場合は、利用者懇談会の参加団体を優先で抽選をいたします。

団体が製作した活動紹介パネル。こ
の日の参加者による人気投票を行いま

今一度ご案内！
・パネルサイズ

す。懇談会の最後には結果発表をし、上
位3団体（同率の場合は4団体）を発表
し、賞品の授与があります。

縦54ｃｍ×横79ｃｍ（模造紙半分大）
・素材は紙などの軽量なもの

今年から新サイズでお願いしていま
す。新調すると、得票が伸びるかも？！

例年は利用者懇談会が終了したのち、第2部として交流
会を開催しています。ここで、たすかるバンクの人材登録
者と久々に再会といったこともありました。今年度は外食
どころか家から出ることまで一考を要する社会が今も続
いています。これを受け、今年度の交流会は中止です。
※ 利用者懇談会＆交流会のコーナーは2020年11月30現在の情報です。

「生活の中のちょっとした空き時間、ボランティアをしよ
うかなぁ」そんな思いを持った時に参考になるような
『ボランティア情報誌つなげよう笑顔』を編集中です。
ちょっとのボランティア（ちょいボラ）が次の活動の呼び
水になって、団体メンバーが増えるかも？
掲載申込みを提出された団体に
は、4月のナウで通常より多く配布し
ます。団体のPRに活用してください。

つぶやき1コマ 「オンラインでおめでとう」 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

経済的困難を抱える子どもの学び活動支援
（公財）ベネッセこども基金

2021 年度 神奈川子ども未来ファンド助成事業
NPO法人神奈川子ども未来ファンド
令和3年度 地域福祉活動支援事業
(福）神奈川県社会福祉協議会

交流

・アジアを中心とした開発途上国において援助・協力活動を
行う非営利の民間団体

育成

育ちあう「場」を自立的に運営するNPO法人等の活動

2021年

2021年
1月25日まで

・神奈川県内の地域社会福祉活動に取り組むボランティアグ

2021年

ループ等地域課題解決や地域づくり等に取り組む事業・活動

1月29日まで

社会貢献、団 ・神奈川県内に拠点を置き、原則として神奈川県内において社
体基盤強化

2021年
1月8日まで

1月15日まで

子どもの健全 ・神奈川県内で子ども・若者や子育てに関わる人が地域の中で

福祉

2021 年度 助成プログラム
(公財）アイネット地域振興財団
お勧めサイト

募集期間

子どもの健全 ・経済的な困難により学びに課題を抱える子どもたちの意
欲を高め、学びに取り組む手助けとなる事業
育成ほか
国際協力・

「公益信託今井記念海外協力基金」
認定NPO法人アジア・コミュニティ・センター21

助成対象

会貢献活動を行う団体。

2021年
1月31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

指定ＮＰＯ法人になると、社会的な信用や認知度が高まる
ほか、法人に寄附をした方の個人市民税が控除対象になるた
め、寄附を集めやすくなります。現在、令和３年６月末指定予
「寄附」と聞くと金銭的な支援を思い浮かべがちです

定分の新規の申し出を受付しています。

が、自 分 の 時 間 や 技 術 を 提 供 す る こ と も、寄 附 の

受付期間 ：
令和2年12月15日（火）～令和3年2月1日（月）

１つです。あなたのしている何気ない行動も、実は「寄
附」かもしれません。この機会に「寄附」について改めて
考えてみませんか？

※ 申し出後、現地調査等を経て市の条例で指定
される必要があります。詳細は、市ホームぺージ
をご覧ください。

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
1/12（火）、2/9（火）、25（木）

他

1/7（木）、19（火）、2/16（火）

他

第2火曜日、第4木曜日
中央区
第1木曜日、第3火曜日
南区ユニコムプラザさがみはら 12/19（土）、23（水）、1/6（水）、9（土）、13（水）、20（水）、27（水）、
30（土）、2/3（水）、6（土）、10（水）、13（土）、17（水）、20（土）

他

編 集 後 記

情報発信をする中間施設のスタッフとして、社会情勢を知るこ
とはとても大切。というわけで、今、何に注目すればよいかと見
まわせば、右も左も鬼滅きめつキメツ。そしてコロナ。あとは
NiziUか？しまった！毎日の感染者数に閉口して情報収集をちゃ
んとしていなかったかも。ひとまず全集中！コロナ切りっ！（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（2021/12/28～1/4）、けやき会館の定期点検/清掃日（2021/3/6）
※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

