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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 ： https://www.sagamaru.org

日頃の活動がどのようなものか、団体の皆さんがご
自身でPRできるために実施する講座です。活動団体の
想いをぎゅっと詰め込んだ動画を作りましょう。「市
民活動をしている団体」と言ってもなかなか趣旨が伝
わらなかったり、そもそも市民活動が何かも理解しづ
らいものです。これから仲間を増やしたいと考えてい
る方、アナログタイプだからとあきらめている方も、
教えるプロにわかりやすく説明してもらいましょう。
【日時】8/31（水）、9/21（水） いずれも13：30～16：00
【講師】田園調布学園大学 こども未来学科 教授 番匠一雅 氏
【対象】サポートセンター登録団体、市民活動に参加している方

昨年度の動画講座の様子

【定員】10名 【場所】サポートセンター 【参加費】1,000円（2回分）
【締切】8/20正午

PRは各団体の特徴を生かすことが大切。近年では、チラシもデジタル
化しているため味のある手描きのチラシが目立つことも。「デザインセ
ンスがないからチラシやパネルは…」としょんぼりさんこそ、ため込ん
だ写真を動画にしてはいかがでしょう？ICTにたけたメンバーがいないか
らとあきらめず、まずは申込み、お問合わせのお電話を。

せっかく制作した動画。効果的に使用するためにネット公開を目指し
ます。手段を持ち合わせていない団体の作品は、サポセンのユーチュー
ブで公開できます。講師がいるので、初心者でも安心。
なお、受講の際はパワーポイントがインストールされたノートパソコ
ンのご持参をお願いします。

２０22年7月31日現在

団 体 名
地域を明るくするリハビリテーション
専門職の会 相模原
Ｋｉｄｓ Ｆｉｎｅ ・ Ｙｏｕｔｈ Ｆｉｎｅ
着物de文化フォト未来事業

（分野） 活 動 目 的
（保健・医療・福祉） リハビリテーションを通じて地域を明るくする
（子ども） 子育て世代へのサポート／発達障がいの方のコミュニティスペース
（文化・芸術） 諸事情などで諦めていた方の七五三・成人式のお祝い撮影支援

連 絡 先
050-6868-2860
kids.fine2022.04@gmail.com
042-776-5355

今年度の助成金講座を実施。NPOや市民活動団体にとっ
て活動の資金源の一つ「助成金」が獲得できれば心強いもの
です。受講者は皆、熱心に聴講し、質問タイムも活発でした。日
本政策金融公庫の講師からは関連融資制度について、市の職員から
は身近で人気のある「ゆめの芽」の紹介もありました。次回の助成
金講座は9月ユニコムプラザで開催します。
三密避けながら、熱心に聴講

あじさい会館の設置場所は人の出入りが多く、搬入作業中にも「この団体
活動に参加するにはどうしたらいい？」等の質問もありました。こんな時
は、ボランティア情報誌『つなげよう笑顔』(※) を使って団体紹介をして
います。

※毎年4月発行。ぜひ掲載のご検討や活用方法をお考えください。

・8/25（木）～9/7（水）＠市役所
・9/4（日）＠イオン相模原店
・10/1（土）～30（日）＠ユニコムプラザさがみはら
・11/27（日）～12/14（水）＠ソレイユさがみ

7月10日サポセン会議室にて広報講座1回目（連続2回）を開催しまし
た。印象に残るチラシとは伝えたいことをシンプルに、言葉や視覚で訴え
る、など講師の教えを踏まえて各自レイアウト作成にチャレンジ。2回目
は宿題を持ち寄り、参加者や講師からの講評をもらいました。アンケート
には「思いつかないアイデアをもらえました」「チラシ作りが楽しくもっ
と勉強したくなりました」など、高評価をいただきました。
2回目の様子

あったらいいな あってよかった！
団 体 名 ： たくみ21
代表幹事： 原田 祝行
事 務 局 ： info-takumi21@googlegroups.com
自立と介護予防を目指す障がい者・高齢者の生活を便
利にする福祉用具の開発とその普及活動をしています。
またオンライン会議の活用で会員間の情報交換・交流を
通し会員の資質向上も図っております。

ハビリフラワーアレン
ジ等多様です。
日常生活の「困った」を「便利」に＝あったらいいな
あってよかった！にして笑顔に変えることで使う人も造

具体的には多様なメンバーの創意工夫や利用者と一緒

る人もお互いハッピーに！モノづくりに興味がある方、

に創造することで障がい者・高齢者に喜ばれる生活便利

実際にご自分用の用具を必要としている方、我々の活動

用具を開発・提供。例えば片手でできる歯磨きコップ、

に興味がある方、３Dプリンターに興味のある方等歓迎

安心安全の歯磨き、自助具、片手でできるネクタイ、リ

します。入会を心よりお待ちしています。
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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

7月14日に開催した市民活動フェスタ2022の説明会。24団体
34名が出席されたことから皆さんの関心の高さを感じました。
初めての会場（横山公園）、ねんりんピックとの同時開催とい
う事もあり、多くの質問が寄せられました。今後は、それらの
課題を明らかにする必要があると気づかせていただきました。
最後に、事業総括をする実行委員を選任し説明会が終わりまし
た。
説明会終了後の実行委員会では、委員長及び副委員長が決定
し、今後についての話合いが活発に行われました。

委員長

佐藤 匠 氏 NPO法人さがみはら市民会議

副委員長

中村 太郎 氏 NPO法人創志館 相模原てらこや

委員

大井 早苗 氏 新成人を応援する会

市民活動フェスタ（イベント）の会場が
けやき体育館から銀河アリーナに / 2005年

委員 小石川 知子 氏 神奈川県骨髄移植を考える会
委員

合原 佳雄 氏 大沢ひょっとこ笑福会

当時の伊藤氏

サポートセンター運営団体の「さがみは
ら市民会議」は、２０年前に「相模原の市
民活動を盛り上げよう」との想いのもと、
環 境、ま ち づ く り、子 育 て、福 祉 な ど の
様々な分野を横断した方々に参加頂き結成
されました。あの頃の熱気をともすれば忘
団体の方が自分たちでこれまでの活動
を振り返り、時に笑いがこぼれるよう
な和やかな会になりました。登録団体
の皆さんもパネルを新調しませんか？
サポセンスタッフが全力で応援しま
す、ぜひお声がけください♪

れがちですが、これからも、様々な団体が
楽しく交流できる場を創りながら、多くの
市民団体と手を取り合って、様々な課題を
共有し、より良い相模原を目指すセンター
でありたいと思います。

気ままな小さな旅わがまち相模原再発見の散策を続
けています。道迷いと立ち往生は相変わらずです
が、感動するような自然や風景、美味しいグルメ、
想像力を掻き立てる史跡や歴史を発見。歩きに歩い
て10ヶ月・5百万歩、市内3区を踏破。そして、
「わがまち相模原」は意外に難読地名が多いことも
発見しました。陽原、葛原、寸沢嵐、音久和、久
所、椚戸…（悩みますね？）。これからも新しい感

さまざまな講座を企画・開催しました / 2007年

動や発見を求めて「ちむどんどん」の旅を続けたい

写真は活性化講座「地域のメディアと上手につきあおう」の様子。
この年、さがみはら市民活動人材ネット「たすかるバンク」が開設
されました。

と思います。
次号、新タイトルになります。お楽しみに！
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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）

問合わせ

相模原市では、相模原市コミュニ
ティサイト運営プロジェクトと協働
で「さがみはら地域ポータルサイト
（通称：さがポ）」を運営していま
す。
さがポでは、団体の活動情報を発
信するためのＨＰを無料で作れるほ
か、市内のイベントや、暮らしに役
立つ情報の発信等を行っています。
ぜひ、ご活用ください。

042-769-8226

9月には新規登録団体向けのさがポ
活用講座も開催！
詳 し く は 広 報 さ が み は ら 8/15 号
か、さがポHPで！

人材登録しませんか？

＜問合わせ＞
相模原市コミュニティサイト運営プロジェクト

先ずはビデオの撮影状況を

info@sagami-portal.com

ご見学ください。
※たすかるバンク人材による
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。

ビデオ撮影予定

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

分野

募集期間

第23回市民活動応援プログラム 活動支援金
生活協同組合パルシステム神奈川

その他

7月25日～8月26日

その他

7月26日～9月13日

その他

9月20日～10月20日

神奈川県かながわ県民活動サポートセンター
ボランタリー活動推進基金21「活動補助金」
神奈川県かながわ県民活動サポートセンター

是非、お立ち寄りください。
お待ちしています！

CANPAN FIELDS 「助成制度」
日本財団 および NPO法人CANPANセンター

助成金募集ニュース

ボラ市民WEB「助成金情報」

(公財）助成財団センター
※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

中央区

南 区

場所

ソレイユさがみ

森のイノベーションラボ
FUJINO

市民活動
サポートセンター

ユニコムプラザ
さがみはら

曜日

第2火、第4木曜

第3木曜

第1木・第3火曜

毎週水曜

8月

25（木）

18

-

24

9月

13（火）、22（木）

15

1（木）、20（火）

7

10月

11（火）、27（木）

20

18（火）

12、19

編集後記

いよいよセミの鳴き声が盛んになりました。夏の目
白押し事業はまだまだ続きます。9/4のNPO発表
会inイオン相模原店、9/24今年度2回目のほっと
カフェも計画中。コロナやＲＳウィルスに負けず、
エネルギッシュなサポセンスタッフです！（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（2022/12/29～1/3）、けやき会館の定期点検/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

