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2002年ごろのサポセン 

 2002年10月さがみはら市民活動サポートセンターが

けやき会館3階にオープンしました。 

当初、センター運営は行政からの委託という形で、NPO

法人さがみはら市民会議が受託し、後に行政との協働運

営に移行しました。行政と団体がそれぞれの立場を理解

し、対等の立場で運営に当たるという「協働」は、ある

意味特異な運営形態と言えるでしょう。 

①場の提供、②学習機会の提供、③情報の収集と発信、 

④交流・連携機会の提供、⑤相談 

この5本の柱を軸に、2009年からはセンター長として市民

活動支援の企画・運営に携わってまいりました。ここ2年間

は、コロナ禍により運営面での工夫が求められ、団体の皆

様の活動も制限せざるを得ない状況になっておりますが、

このような現状だからこそ、市民による市民のための活動

が必要とされ望まれるのだと思います。 

これからも皆様がより活動しやすいセンターを目指

して、スタッフ一同、頑張っていく所存です。 

 センターがオープンして20年になります。私自身開設当初からスタッフとして関わってまいりました

が、「市民活動とは何か？」「センターとして何をサポートするのか？」も分からず、暗中模索の状態

で走ってきたというのが正直な気持ちです。この間、団体や関係各所の皆様には様々な形で支えていた

だき、心より感謝申し上げます。 

 約20年前、神奈川県内の市民活動サポートセンターはほぼ同時期に各地に設立され、センター間のス

タッフの研修や交流が盛んに行われました。センターのあるべき姿や方向性などはここで学び、考える

ことができたように思います。 

団 体 名 （分野） 活 動 目 的 連 絡 先 

民間学童保育わんぱくクラブ （子ども） 学童期の子を持つ親と学童児のために、民間学童保育を運営する。 042-776-8583 

相模原市ソフトボール協会 （文化・芸術・スポーツ） ソフトボールを通じ市民の体力増進・相互親睦を図る。 http://sagami-softball.com/wp/ 

陶好会 （文化・芸術・スポーツ）陶芸とともに、技術向上と会員相互の親睦を深める。 非公開 
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連絡先 ： 090-9973-9990  

応 援 し ま す 

市 民 動 活 

ITを使って地域活性化  

 コミュニティ活性化・ラボさがみはらは、IT企業出

身者が中心となって構成される市民団体です。IT

（ICT、IoT）業界で培った技術情報を、いかにして地

域活性化に役立てるかを協議し、発信しています。コ

ロナ渦にて2年強の間、稼働が制限されていますが、

次のステップに進むべくZoom会議などで情報交換を

しています。 

 令和4年度は『今更聞けないスマホの基本』『〇〇

Pay の 使 い 方 テ ク ニ ッ

ク』などの新企画があり

ます。特に『原点回帰』（スマホ、電子決済と相反しま

すが）をキーワードとし、『ゲルマニウムラジオの復

活』『黒電話の復活』など、災害に強い昔ながらの仕組

みについても情報発信をしたいと思います。 

 詳細はホームページ（最新情報はFaceBookページ）

にてご案内をしていきますのでよろしくお願いします。 

これまでのイベントより 

森ラボ、2階_COWORKING 

 ＪＲ中央線、藤野駅から徒歩３分。コワーキングスペースとして

誕生した森のイノベーションラボ FUJINO。２０２２年５月から、

毎月第３木曜日に市民活動相談会を実施します。各講座の実施も併

せて企画中。これまで、緑区での講座や相談会は、橋本で実施して

きました。橋本から相模湖方面に向かった藤野地区は、積極的な活

動をしている方が多くみられます。そこで、相談を受けたり学習の

機会を提供するために、サポセンの出張が決まりました。 

 市民活動相談会はいずれの会場実施の場合も予約が必要です。ま

ずは、電話またはメールでお問合せください。（詳細は４面） 

 少しずつ終息に向かっているコロナ禍ですが、いまだ予断を許さ

ないようです。アフターコロナではZoom会議の需要はさらに高ま

ることが予想されるため、昨年に引き続きオンライン活用講座を開

催します(対象は登録団体のみ)。 

 講座関係でいえば、ソレイユさがみでの講座参加者が団体パネル

をご覧頂けるよう展示会の日程調整をしました。また日曜開催だっ

たからか好評だった労務講座は今年度も日曜日に実施予定です。 

 次回の利用懇はぜひ対面で！(オンラインだから参加できた～と

いう声があったことは見逃せません)。市民活動フェスタも大々的

に行いたい！！スタッフの欲望は限りなく…。 

 今後のサポセンＨＰやメルマガの情報、要チェックです！  

 これまで「ＮＰＯよろず相談会」は、市民活動に関するなんでも相談の意味で実施してき

ました。今年度からは『市民活動相談会』に名称を変更して実施継続いたします。「ボラン

ティアをしたい」「市民活動を法人化したい」などお考えの方はぜひご利用ください。 

 
◆オンライン活用講座 

◆労務講座 

◆パネル展示 

◆市民活動フェスタ 

◆利用者懇談会 



  

ボランティア情報誌「つなげよう

『笑顔』」改編版完成いたしまし

た！感染予防しつつボランティア活

動されている団体が多いのは嬉しい限りです。調査

結果によると、冊子を見て問合せが来たという団体

も多数ありました。今年度もご活用いただければ幸

いです。 

 配架部数に不足が出た場合はサポセンにお問合せ

ください。 

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） 応 援 し ま す 
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 昨年からZoomで開催、2回目となる今回の利用

懇。準備担当スタッフは念入りに打合せし、当日は

スタッフ全員参加でワークショップにも加わりまし

た。参加者皆さんのお顔がPC画面にずらーり！直接

お会いできるのはいつ？（た） 

 2019年、秋からスタッフに加わった（た）は、

サポセンのリアルなイベントになかなか参加できて

いませんでした。今回の利用者懇談会は何とか計画

できたワークにわくわくだったようですww。サポ

センスタッフは、常に団体の皆様から学ばせていた

だいています。今年度も、よろしくお願いします。 

今年度は、サポセンに登録している内容（代表者、

連絡担当者や団体ＨＰのＵＲＬその他）の確認調査を行います。

登録内容に間違いや変更がない場合、団体名と変更なしのご連絡

をお願いします。変更（情報公開に関する変更を含）がある場合

は、変更用紙に団体名と変更箇所のみ記入していただくと助かり

ます。詳細は、改めてご連絡いたします。 

参加者アンケートより抜粋 

現行の報告書と対比する事ができました。 

見やすい報告書作成の勉強ができました。  

事業報告書は、NPO法人が毎事業年度終了後3ケ月以内に所轄庁に

提出する大切な資料です。記録された資料は、会員への情報共

有、支援者や寄付を増やすツールにもなります。読み手に伝わり

やすくするための書き方の“コツ”について、市民協働推進課の

職員が事例を提供。参加者が分かりづらいと感じる点を発表する

といった勉強会形式で行いました。 

 近年の利用者懇談会を振り返ると、2019年

度は中止。2020年度はオンライン（Zoom）に

て事業報告、基調講演、と一方的な講演型式

で実施しました。そして、2021年度。今回は

昨年同様、Zoomにて事業報告、基調講演を

行ったのち、10グループに分かれて、団体同

士でのグループディスカッション。本来の利

用者懇談会のありようではない中、少しずつ

実施目的に近い内容になってきているので

は…と思っています（反省すべき点は多々あ

りますが）。 

 当日は50団体、85名の方が参加（Staffその

他で総勢95名！）。今回のテーマであるSDG

ｓについて理解を深め合いました。残念なの

は、何と言っても交流会ができていないこ

と、こればかりは対面でやりたいものです。

今年度に期待です。 

利用者懇談会運営スタッフ 

会議室のファシリテーター 



※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 

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（2022/12/29～1/3）、けやき会館の定期点検/清掃日(2023/3/4） 

 ＮＰＯなど市民活動を支援する助成金。これまで、スタッフが

ピックアップして掲載してきました。今年度からは気持ちも新た

に、助成金紹介サイトを掲載します。それぞれの団体の活動に

合った助成金を見つけてください。 

 
 

この春、末子がいよいよ社会

人という記念に、ずっとその

まま保管していた実母の宝石

をリフォームすることに。下

取りと差し引きしてもウン

10万！子たちに引き継ぐこ

とを考えたものの、やっぱり

惜しくなっちゃった。（お） 

※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 

 4/28（木）、5/26（木）、6/14（火）,23（木） 他 

▼中央区 第1木曜日、第3火曜日 

 4/19（火）、5/17（火）、6/2（木）,21（木） 他 

▼南区ユニコムプラザさがみはら：

 4/20（水）,27(水）、5/11（水）,18(水),25（水） 

 6/1（水）,8（水）,15（水）,22（水） 他 

問合わせ 042-769-9225 

＜市と一緒に取り組みたい事業を募集します。＞ 

 市民の皆さんと市が協働で、地域の課題や社会的課題の解決を図る事業を

募集します。 

 事業の提案を希望する方は、事前相談が必要ですので、市民協働推進課ま

でご連絡ください（４月２８日（木）締切）。制度の詳細については、以下

のＱＲコードより市ホームページをご確認ください。 

3 

けやき会館３F 

2021年度 

主なニーズ登録と 

     マッチング事例 

①PC利用支援（文書・チラシ

作成等）4件 

②子どもの学習指導 3件 

③ロボット等技術開発、農園

補助 3件 

④イベント支援（受付）1件 

（ビデオ、写真撮影）7件 

（生け花）2件 

（司会進行）2件 

（音楽演奏）1件 

（バルーンアート）2件 

コロナとの戦いも終息に向か

いつつあります。団体活動を

散開するうえで、何かお手伝

いできればと思います。 

編集後記 

▼緑区森のイノベーションラボ 

  ＦＵＪＩＮＯ 第3木曜日 

4/21（木）助成金講座開催！ 

5/19（木）、6/16（木） 他 

講座実施：日程調整中 

QRコード 情報検索サイト名 提供団体名称 

 CANPAN FIELDS 

「助成制度」 

日本財団および 

特定非営利活動法人

CANPAN センター 

 助成金 

募集ニュース 

（公益財団法人） 

助成財団センター 

 ボラ市民WEB 

「助成金情報」 

東京ボランティア・ 

市民活動センター 

  サポセンの助成金情報コーナーの掲示は継続します。お近

くに御用の際はお立ち寄りください。また、サポセンホームペー

ジの「団体支援」からの「助成金情報」や「メルマガ」の掲載は引

き続き行います。 

※ 本制度は、特定非営利活動法人 

市民フォーラムさがみはらと協働で

行っています。 


