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団体活動が少しずつ再開した今年度。サポセ
ンも総まとめとして「利用者懇談会」を対面式
で行います。念のためオンライン開催も視野に
入れ、企画が立ち上がりました。新規登録され
た団体の方も含めて出会いが期待できる機会で
すので、ご参加お待ちしております。

【日 程】 2022年2月20日（日）
【時 間】 14：00～17：00（予定）
【場 所】 けやき会館2F 職員研修室
【内 容】
・ サポートセンター事業報告
・ 講話「相模原市のSDGｓ取組みについて」他

2018年度の様子_団体運営のワークショップ

2022年度に利用希望の団体は申込みを受付けます。ロッ
カーの利用希望は例年多くありますので、定数を超えた場合は
抽選になります。レターケースは、近年、希望団体が少ない様
ですが、リーフレット等の配架物保存用に申込みも可能です。
ただし、サポセンに登録している団体のみの受付ですので、未
登録団体の方は、併せてサポセン登録をご検討ください。

本紙の発送物に長封筒（利用懇のご案内ほか）が同封されて
いた場合、回答をお願いしております。11月末現在の状況に
より、1団体1名参加をお願いしていますが、定員に空きがあ
る場合はHP等でお知らせし、再募集いたします。ご面倒をお
かけしますが、まずは早めのご回答をお願いいたします。

２０21年11月30日現在

10月、11月の新規登録団体はありませんでした。

2017年度_パネル表彰式の様子

初

サポセン登録団体が参加できるパネル展。2020年度からパネ
ルの標準サイズを変更しました。模造紙の半サイズ（縦54×横79）に新調
した団体のパネルを古淵駅近くのイオン相模原店で展示。題して「NPOパネ
ルで発表会」。感染症対策を行いつつ、買い物客の皆さんに公開しました。
ほかには、日頃サポセンに配架申込をしている登録団体のリーフレットや
イベントチラシをテーブル上に配架。団体PRの動画を所有している団体から

きれいにそろった展示になりました

媒体を借用し、会場で投影。久方ぶりのサポセンイベントで、スタッフも充
実した秋の一日を過ごしました。来年は、もっともっと盛大に！？

【開催日】 11月3日（水） 【場所】 イオン相模原店1階パブリックスペース
【パネル展示団体】

ＷＥ21ジャパン相模原/相模原おもちゃドクターの会/さがみ

はら九条の会/相模原こもれび/相模原市車いす友の会/相模原の教育を考える
市民の会/相模原をプロデュースする会/さがみハート展実行委員会/シニア活動
の森/新成人を応援する会/太陽の村/たくみ21/ちゅうおうくらしねっと/ブラインドＩ
Ｔ相模原/フリースクール鈴蘭学園/ふれあい自然塾/理科で遊ぼう会/倫理研究
所 家庭倫理の会相模原 （計18団体）
団体紹介動画をスクリーンに投影

6月の「あじさい会館」から始まったパネル展は「市役所本庁舎」「ユニコム
プラザさがみはら」「ソレイユさがみ」で開催。1日だけでしたが商業施設での
展示も行い、この日の一般来場者から団体について問合せの電話を受けておりま
す。活動紹介やメンバー募集周知の機会として各所開催するパネル展。未製作の
登録団体は、ぜひご検討ください。標準サイズなどは、直接サポセンまで。
＠ユニコムプラザ

踊りと寸劇の爆笑サークル
団体名 ： 大沢ひょっとこ笑福会
代 表 ： 合原 佳雄
連絡先 ： 090-2243-4103
大沢ひょっとこ笑福会は、緑区大沢を拠点として活動

大沢公民館での練習は、第1・第3水曜午前、第2か

しています。老若男女を問わず、誰もが楽しく踊った

第3土曜の午後に行っていますが、事前連絡頂ければ、

り、寸劇を演じたりする爆笑サークルです。日向ひょっ

夜間・休日練習も対応します。練習見学や体験教室な

とこ踊りのほか、軽装阿波踊り・安来節（ドジョウ掬

どお気軽に足をお運び下さい。会費は月1,000円。入会

い）や寸劇（麦畑・岸壁の母・金色夜叉など）で人々に

金など一切なく衣装も貸与します。子どもさんが踊る

笑いと元気を提供しています。桜祭りなど地域イベント

と超絶人気で大歓迎です。

では、出演直後に次回のオファーをされるなど好評を得
ています。

を目指しませんか！！
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興味のある方、一緒に相模原のエンターティメント
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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

NPO活動したいと思っている方、実際に活動をしつつ法人設立を考えて
いる方が参加された標記講座。各会場とも受講者は熱心に耳を傾けていま
した。「段階を経て準備をする事を知っ
た」 「方向性などまず は 相談 に行 きた

【中央区】 6/22開催

3名

い」「参考のために、活動している方の

【緑 区】 11/8開催

6名

話も聞きたい」との感想は、今後の講座

【南 区】 11/25開催

名

企画に活用させていただきます。

ご参加ありがとうございました
講座の様子・・・情報がいっぱい！

NPOは「非営利組織」「民間非営利活動団体」等に訳されます。2人以
上でより良い暮らしのために活動するとなれば、すでに組織。そこで、組
織運営のためのカンドコロをつかむ講座を開講します。「はじめの一歩講
座」の受講者が対象ですが、未受講の方はサポセンにお問合せください。
【開催日】 2022年1月29日（土） 14：00～16：00

今年度の『ＮＰＯはじめの一歩』講座を受講

【場 所】 さがみはら市民活動サポートセンター 会議室

した方はもちろんのこと、団体を立ち上げたば
かりの方も受講いただけます。ご自分の団体についてふり

【定 員】 10名

返りをしたい方々にぜひお薦めです。

【講 師】 手塚明美氏

【参加費】 500円（資料代）

（認定NPO法人藤沢市民活動推進機構 理事長）

「生活時間のちょっとした隙間に参加できるボランティア」が
コンセプトの情報誌。編集作業がスタートしました。ちょいボラ
を機会に、団体メンバーになった事例もあります。手に取った方
が直接問い合わせをすることになっているので、今後、問合わせ
があった団体は、サポセンまでご連絡をお願いいたします。
4月号ナウに同封予定

毎年、市内の小学生の絵画を夏休みに募集し、秋に展覧会を
開催する団体に所属しています（今年はコロナ禍により、入賞入選
作品のHP掲載のみ）。
集まってくる子どもの絵は楽しく、癒され、感動を呼び起こします。
また、子どもが持つ、柔軟な発想や視点にハッとさせられることもし
ばしば。毎年応募してくれる児童の成長も楽しみの一つです。子ど
もに関すること以外にも活動の原動力があります。それは、素晴ら
しい仲間やスポンサーとの出会い。みんな子どもの絵に感動して集
まった仲間で、気が付けば２６年！！継続は力なり！と思いつつ、
いつまで続けられるかなぁ！？（ほ）
つぶやき1コマ 「明るい年にしタイガ〜！ 」 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ご紹介します。
詳しくはホームページの「団体支援」またはけやき会館3階サポセン掲示コーナーで。

ＱＲコード

タイトル

「住まいとコミュニティづくり活動助成」
（一財）ハウジングアンドコミュニティ財団

「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)
神奈川子ども未来ファンド助成事業
認定NPO法人神奈川子ども未来ファンド
お勧めサイト

分野

募集期間

その他

2022年
1月12日まで

国際協力・交流

2022年
1月17日まで

子ども

2022年
1月25日まで

バンク人材_80名！

『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）

団体活動において、
知識や技術・経験など
が必要になったら、ぜ
ひ、サポセン「たす か
るバンク」にご相談く
ださい。団体活動を支
援するために、様々な
人材が登録し備えてい

指定ＮＰＯ法人になると、社会的な

※ 指定ＮＰＯ法人となるためには、

信用や認知度が高まるほか、法人に寄

申出後、現地調査等を経て、市の

附をした市民にもメリット★があるた

条例で指定される必要がありま

め、寄附を集めやすくなります！

す。詳細は市ホームページをご覧

（★法人に寄附をした市民の個人市民税が控除の対

ください。

象になります）

利用可能。ご希望の人

詳細はこちらから！

材を求めて、まずはお

現在、令和４年６月末指定予定分の

ます。
「たすかるバンク」
のシステムは、サポセ
ンの登録団体以外でも

問合せお待ちしていま

申出を受け付けています。

問合わせ

042-769-8226

す。

受付期間
令和３年１２月１５日（水）
～

令和４年１月３１日（月）
！１２月は寄付月間です！
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
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

12/23（木）、1/11（火）,27（木）、2/8（火）,24（木）
12/21（火）、1/6（木）,18（火）、2/3（木）,15（火） 他
12/18（土）,22(水） ,25（土）
1/8（土）,12(水),15（土）,19（水)
2/2（水）,5（土）,9（水）,12（土） 他

編 集 後 記

「報・連・相」言 わ ず と 知 れ た 仕 事 の 基 本。で も こ れ
1980年代に言われ始めたそうで、近年は「おひたし」が加
わるとか。「怒らない、否定しない、助ける、叱らない」仲
間にも使えるうえパフォーマンスがあがる言葉だと感心しつ
つ、子どもやパートナーにも？むむむ…がんばれ私！（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

