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 10 月 21 日(土) 中央公民館で交流カフェが開催され

ました。 

 この事業は、現代的課題をテーマに、ティータイムを

楽しみながら、気軽な雰囲気での学習と交流の促進を図

ることを目的に企画されたもので、来年の本格実施を目

指し、モデル的に行われました。 

今回は、あやせ災害ボランティアネットワークの協力

を得て、｢防災｣をテーマに開催したところ、13 人の参加

がありました。 

 阪神淡路大震災や中越地震、長野水害の災害の状況を

スライドで見ながら現地での体験談を聞き、その後、ク

ロスロード（災害対応カード）を使いながら、「その時、

あなたならどうする？」を話し合いました。 最初は遠

慮がちだった参加者の発言も、ワークがすすむと議論白 

熱！｢脳の活性化になった。｣、｢自分の意見が言えるい 

い雰囲気で楽しかった。｣など好評でした。 
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クロスロードとは？  
「岐路」、「分かれ道」のこと。災害対応は、ジレ

ンマを伴う重大な決断の連続です。「人数分用意で

きない緊急食料をそれでも配るか」、「学校教育の

早期再開を犠牲にしても学校用地に仮設住宅を建

てるか」、「事後に面倒が発生するかもしれないが、

瓦礫処理を急ぐため分別せずに収集するか」など、

参加者自体が市民・自治会役員・市職員などそれ

ぞれの立場にたって考えることにより、災害対応

を自らの問題としてアクティヴに考えることがで

き、かつ、自分とは異なる意見・価値観の存在へ

の気づきが得られます。 

 
参照：ルネニュース 

http://www.s-coop.net/rune/bousai/crossroad_2.html 

参加者の感想 
(た)：阪神淡路大震災のＣＧや中越地震

と長野水害の映像、すごかったね。 
(わ)：運よく生き残れても、その後の生

活が大変そう！ 
(た)：市役所は当分機能しないだろう

し、救援が望めるまでの最低 3 日
分の水と食料は用意しなきゃね。 

(ほ)：ところで、紅茶・コーヒーがちゃ
んとカップで出されていい雰囲
気だったね。 

(あ)：｢希望の家｣のマドレーヌもおいし
かったよ！  

(ひ)：次回の企画が楽しみだね。 
今度はもっと多くの人に参加し
てほしいな！ 

あなたは       or       どっち？  

「希望の家」の 
マドレーヌ 

あやせ災害ボランティアネットワーク上田氏の講演 



 

 

 

8月27日（日） 市役所できらめき補助金公開プレゼンテーション・選考会 

が開催されました。  各団体とも工夫を凝らした発表が行われ、申請した14 

団体のうち、11団体が補助金交付事業として選考されました（選考団体の内容 

は下表のとおりです。）。  会場は、90人程の市民が各団体の発表に真剣に 

聞き入り、会場は熱気であふれました。  補助金の交付を受けて実施した事業 

は、来年5月に行われる報告会で発表する予定です。 
 

補助金交付決定事業一覧 ※交付決定事業のみ掲載   

 いぶき  補助上限額10万円 (申請1件 交付決定1件) 

  活動をはじめたばかりの団体が勇気をもって活動に取り組むための支援 

NO 事業名称 団体名 事業費総額 申請額 交付決定額 事業実施予定 

1 目久尻川護岸土壌補強と花木植栽事業 目久尻クリーン会 70,000円 60,000円 60,000円 H19年3月 

 

 はぐくみ  補助上限額20万円 (申請12件 交付決定9件) 

  既に活動している団体の活動を、一層充実・発展させるための支援  ※あやせキッズコーラス「オペレッタ」は参加児童を募集中です。 

NO 事業名称 団体名 事業費総額 申請額 交付決定額 事業実施予定 

1 小園６区自衛パトロール隊 小園６区自衛パトロール隊 55,000円 43,000円 43,000円 実施中 

2 活かそう！！綾瀬の人財を！！ ＮＰＯ法人 心の笑顔サポートセンター 230,000円 200,000円 157,000円 H19年1・2月 

3 
世界にはばたく 綾瀬青少年の国際交流 
 give our ayase youth a chance to meet the world! 

ＡＩＦＡ あやせ国際友好協会 431,000円 200,000円 170,000円 H19年3月 

4 演ってみよう！歌ってみよう！オペレッタ あやせキッズコーラス 560,000円 200,000円 200,000円 ※H19年3月 

5 
ドキュメンタリー映画「ありがとう」上映会 
-育み、育まれる地域のサポーターづくり- 

綾瀬市手をつなぐ育成会 230,000円 200,000円 200,000円 10月１１日終了 

6 防犯意識の高揚と地域が守る子供の安全 小園自治会第５区防犯パトロール隊 167,000円 112,000円 80,000円 実施中 

7 
災害救援ボランティアコーディネーター養成講座(初
級編・中級編）、映画「掘るまいか」上映会 

あやせ災害ボランティアネットワーク 218,000円 128,000円 117,000円 H19年１・2月 

8 綾瀬から発信しよう！未来の子どもたちへ ＮＰＯ法人ふるさと環境市民 299,000円 200,000円 188,000円 実施中 

9 里山と川の自然体験教室 地球チャイルド 444,000円 200,000円 200,000円 実施中 

 

 はばたき  補助上限額50万円 (申請1件 交付決定1件) 

  既に活動している団体が、地域社会での広がりを目的に他の団体と協力して活動を行うための支援 

NO 事業名称 団体名 事業費総額 申請額 交付決定額 事業実施予定 

1 アツキヨ チャリティーコンサート 綾瀬青年会議所＆あやせ災害ボランティアネットワーク 560,000円 500,000円 165,000円 10月22日終了 

 

市民活動を支える仕組み「市民活動推進基金」が設置されました！ 
この基金は、個人・団体や事業者の寄付金と市費を合わせて基金に積み立てるマッチングギ

フト方式を取り入れたもので、市民の寄付金額が大きいほど、きらめき補助金の金額が多くな

る特徴を持っています。寄付の受付は、市役所市民協働安全課と市民活動センターあやせで受

け付けています。また、寄付については税金控除の対象になりますので、ご相談ください。（電

話70-1232市民活動センターあやせ）市民が支える市民活動の充実に皆さんのご協力をお願い
いたします。 

 

※市民の参加できる事業は、広報あやせ や 市民活動センターあやせ ホームページ等を通じて募集する予定です。お見逃しなく！  
※お問い合わせは、各団体に直接又は市民活動センターあやせ（℡70-1232）まで 
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地球チャイルド 

アツキヨ チャリティコンサート 

8月26日に開催された第29回いきいき祭りにて市民活動推進委員会の有
志の方々が行った募金活動でいただいた金額と、これまでにいただいた個

人の寄付の合計額 



参加者募集 
 

演
や

ってみよう！歌ってみよう！オペレッタ きらめき補助金交付事業    

「「「「もも・はな・かぐ・さかもも・はな・かぐ・さかもも・はな・かぐ・さかもも・はな・かぐ・さか物語物語物語物語」」」」出演者募集出演者募集出演者募集出演者募集    
 3 月 28 日（水）文化会館大ホールでの上演を目指します。 

  日時：毎週日曜日 10:00～12:00 

  場所：中央公民館、綾北福祉会館など 

  対象：歌や劇が好きな小・中・高校生 ※初心者大歓迎！ 

  費用：月 3,000円 

  主催・問い合わせ先  あやせキッズコーラス 

℡70-8057(淡井)又は 70-8748(三木）まで 

    

男性男性男性男性ボランティアボランティアボランティアボランティア入門講座入門講座入門講座入門講座  

 かながわシニア塾会員による講演、調理実習、車いす介助体験など 

日時：平成 18年 11月 11日（土）10:00～16:40 

  場所：綾瀬市福祉会館 対象：市内在住の男性 費用：800円 

  問い合わせ先：あやせボランティアセンター ℡70-3210 

    

大磯大磯大磯大磯でででで化石掘化石掘化石掘化石掘りりりり体験体験体験体験  

 600万年前の貝の化石の採取と判定を行います。 

日時：平成 18年 11月 12日（日）10:00～15:00 

  場所：大磯海岸 対象：小中学生とその保護者 

定員：30人  費用：1,000円 

  問い合わせ先：地球チャイルド ℡090-8563-9198(松本) 
 
 

ボランティアサロンボランティアサロンボランティアサロンボランティアサロン  

 福祉会館の座布団を染めます。  

日時：平成 18年 11月 18日（土）13:00～16:00 

  場所：綾瀬市福祉会館  

  問い合わせ先：あやせボランティアセンター ℡70-3210 
 
 

特定非営利活動法人設立事務説明会特定非営利活動法人設立事務説明会特定非営利活動法人設立事務説明会特定非営利活動法人設立事務説明会    ※申し込み順  

 問い合わせ先：県民総務課NPO協働推進室 ℡045-210-3621 

藤沢会場藤沢会場藤沢会場藤沢会場  藤沢市市民活動推進センター  

日時：平成 18年 11月 18日（土）14:00～16:00 定員：25人 

  場所：藤沢市藤沢 1031小島ビル 2階（藤沢駅下車徒歩 7分） 
 

 大和会場大和会場大和会場大和会場  大和商工会議所大会議室 

日時：平成 18年 11月 29日（水）14:00～16:00 定員:50人 

  場所：大和市中央 1-5-40（大和駅下車徒歩 5分） 
 
   
 活かそう!! 綾瀬の人財を!!    きらめき補助金交付事業    

～～～～生生生生きがいきがいきがいきがい開発開発開発開発セミナーセミナーセミナーセミナー～～～～   
 自分の特徴を知り、キャリアの確認と今後の夢、コミュニケーシ 

ョン能力のアップを図り、肩書きを外した素の人間同士の付き合い 

ができる人になることを目指します。  

日時：平成 19年 1月 14日～2月 25日  

各日曜日(全 6回)13:30～15:30 

  場所：中村地区センターほか  費用：1,500円  定員：20人 

  問い合わせ先：NPO法人心の笑顔サポートセンター 

℡045-566-2272 12 月 4日から受付開始(土日除く) ※申し込み順 

センターではイベントの参加者募集

や活動報告などの情報を随時ホーム

ページに掲載しております。掲載を希

望する団体はお問い合わせください。 

10 月 15 日（日）中央公民館で「第

一回あやせの輪基金プレゼンテーシ

ョン」が開催されました。 

 この制度は、綾瀬青年会議所が、市

内企業からの協賛金（20 万円）を市

民活動を行う団体に助成しようとい

うもので、CSＲ（企業の社会貢献活

動）の促進と、まちづくりの活性化を

目的とした制度です。当日は、申請し

た 9 団体が、工夫を凝らしたプレゼン

テーションで自分たちの活動を選考

委員と市民の前でＰＲしました。 

  

 
センターの移転について 

 中央公民館の耐震補強工事のため、

1１月１日（水）から H19 年 2 月

28 日（水）の間、同館 3 階の視聴覚

室に移転します。印刷等一部機能に制

限がありますので、詳しくはお問い合

わせください。 

 ご迷惑をおかけいたしますがよろ

しくお願いいたします。 
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