
あやせの市民活動をつなぐ情報紙 
  

あなたの団体をパワーアップしませんか？ 
 

 

 
 
｢なかなか会員が増えない！｣、｢活動が広がらない！｣、｢資金が足りない！｣、｢ＮＰＯ法人になるべきな

のか｣など、団体運営に悩んでいる方は多いはず。そんな悩みに答えるために、セミナーを企画しました。 

経験豊かな講師陣が、わかりやすく｢市民活動って何？｣から｢きらめき補助金獲得！｣まで、受講すること

で良い解決方法がみつかるかもしれません。ご期待ください！ 
 

《主催：市民活動センターあやせ運営委員会 共催：綾瀬市》 

講演会講演会講演会講演会    
「「「「社会社会社会社会をををを動動動動かすかすかすかす市民活動市民活動市民活動市民活動」」」」    ～市民活動って何？～ 

ＮＰＯ解体新書著者の椎野 修平 氏を迎え、ボランティアと市民活動はどう違うのかをはじめ、ＮＰＯと

しての組織のありかた、行政・企業との協働の意義を学びます。 

【日 時】 ３月１８日(日)  13:30～15:30  

【会 場】 中央公民館 3 階 講堂    

【定 員】  80 人（当日受付、入場無料） 

【保育・手話通訳】 あり（無料）  ※3 月９（金）までにお申し込みください。 
 

セミナー（魅力的な事業と組織） 
日日日日        時時時時    テーマテーマテーマテーマ    内内内内        容容容容    

３月２４日(土) 

13:30～16:30  

 

「「「「支援支援支援支援をををを行行行行うううう側側側側からからからから見見見見たたたた    

魅力的魅力的魅力的魅力的なななな組織組織組織組織とはとはとはとは」」」」    

～支援したくなる組織～ 

【講義とワークショップ】 

ファイザー、大和証券、パナソニックなど５社のＮ

ＰＯ助成プログラムの企画と団体の選考を行っている

資金仲介組織から「多くの人を引き付け、支援される

団体となるヒント」を学びます。 

３月３１日(土) 

13:30～16:30 
 
 

「「「「効果的効果的効果的効果的なななな    

プレゼンテーションプレゼンテーションプレゼンテーションプレゼンテーション」」」」    

～事業と組織のＰＲ～ 
 
 

【模擬プレゼンと講評】 

今年度からはじまった「きらめき補助金」を想定し

て、プレゼンテーションを体験します。 

 
【講 師】 坂本 憲治 氏（NPO 法人市民社会創造ファンド プログラムオフィサー） 
 
【定 員】 40 人 
 
【会 場】 中央公民館 3 階 講堂 
 
【教材費】 1 回３00 円 

 
【保育・手話通訳】 有（無料）※３月９日（金）までにお申し込みください。 

 
【申込先】 2 月１９日（月）から 申込順 

市民活動センターあやせ Tel＆Fax７０－１２３２ 

きらめききらめききらめききらめき    
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編集・発行 

市民活動センターあやせ運営委員会 
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綾瀬市立中央公民館内 
市民活動センターあやせ 

TEL＆FAX 0467（70）1232 
Ｅメール  ayaseshi@a3.ctktv.ne.jp 
ホームページ  
http://www3.ctktv.ne.jp/~ayaseshi/  

休館日 毎週火･第３水曜日、年末･年始 



講座・イベント情報 
地球市民環境講座講演会 

「「「「地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化のゆくえのゆくえのゆくえのゆくえ～～～～太古太古太古太古からからからから未来未来未来未来へへへへ～～～～」」」」きらめき補助金交付事業 

 One World国際環境ビジネスネットワーク代表のペオ・エクベリ氏を講師に 

迎え、地球の長い歴史の中で、私たちの生活が温暖化にどのようにかかわって 

きたのかを探ります。 

日時： 2月 10日（土）14:00～16:30（開場 13:30） 定員： 100人  

場所：綾瀬市役所 315会議室（入場無料）  

主催・問い合わせ先：ＮＰＯ法人ふるさと環境市民 ℡78-5915（安藤） 
 

「「「「地球地球地球地球市民環市民環市民環市民環境講座境講座境講座境講座」」」」きらめき補助金交付事業 

 地球温暖化、綾瀬市の自然環境、世界と日本の環境都市、生ゴミリサイクル、 

野鳥の生態、スローライフをテーマに地球環境を考えます。   

日時： 2月 10日～3月 17日 全 6回各土曜日 13:30～16:00（2/10は 16:30終了）  

場所：綾瀬市役所 315会議室ほか  定員：35人（2/10のみ 100人） 費用：無料 対象：16歳以上の方 

主催・問い合わせ先：ＮＰＯ法人ふるさと環境市民 ℡78-5915（安藤）、綾瀬市役所環境保全課 ℡70-5620 

詳細： http://www.city.ayase.kanagawa.jp/hp/page000009600/hpg000009562.htm 
   
｢｢｢｢あやせあやせあやせあやせボランティアセンターボランティアセンターボランティアセンターボランティアセンター登録登録登録登録ボランティアボランティアボランティアボランティア連絡会連絡会連絡会連絡会｣｣｣｣        

 ボランティアグループの紹介、グループと個人ボランティアとの交流など。 

日時：2月 24日（日）9:30～11:30  場所：綾瀬市役所 J１-１会議室  

主催・問い合わせ先：あやせボランティアセンター ℡70-3210 
    
｢｢｢｢第第第第 8888 回綾瀬国際回綾瀬国際回綾瀬国際回綾瀬国際スピーチフェスティバルスピーチフェスティバルスピーチフェスティバルスピーチフェスティバル｣｣｣｣        

日本人は外国語で、外国人は日本語でのスピーチを行います。外国のお菓子の紹介や 

フラダンスの披露が企画されています。 

日時：3月 4日（日）、午後１時～3時 30分 場所：綾瀬市役所 1 階市民ホール 

主催・問い合わせ先：あやせ国際スピーチ交流会実行委員会     （入場無料） 

                       ℡70-5686（綾瀬市役所企画課） 
    
映画映画映画映画「「「「掘掘掘掘るまいかるまいかるまいかるまいか」」」」チャリティチャリティチャリティチャリティ上映会上映会上映会上映会    きらめき補助金交付事業 

 豪雪の山村・新潟県山古志村。つるはし一つでトンネル堀りに立ち向かった村人たち 

 の 16年にもおよぶ精神とエネルギーの記録を上映します。 

日時：3月 11日（日）11:00から（開場 10:30） 場所：綾瀬市役所 315会議室 

入場無料（集まった募金は、山古志村に寄付します。） 

主催・問い合わせ先：あやせ災害ボランティアネットワーク℡090-9248-6188（脇） 
   
「「「「誘導誘導誘導誘導ボランティアボランティアボランティアボランティア講座講座講座講座」」」」 

 視覚障害者向けの誘導技術を学び、視覚障害者を正しく理解し、誘導ボランティアを育成します。  

日時：3月 17日～4月 28日 全７回各土曜日 10:00～12:00（4/28は 14::30終了） 

  場所：綾瀬市福祉会館、さがみ野駅、綾瀬市役所、あやせタウンヒルズほか 

定員：20人 費用：300円（実技講習に関る交通費は自己負担）  

主催・問い合わせ先：あやせボランティアセンター ℡70-3210（2/20締切） 
 
「「「「野草野草野草野草のののの観察観察観察観察とととと試食体験試食体験試食体験試食体験｣｣｣｣ きらめき補助金交付事業 

 城山公園周辺で、春の里山の自然を観察しながら、野草をその場で調理して試食します。 

日時：3月 18日（日）10:30～14:00〔雨天の場合は、25日に延期〕 

場所：城山公園第 2駐車場集合 対象：小・中学生とその保護者 20人 

  定員：20人  費用：1,00 

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    

「「「「もももももももも・・・・はなはなはなはな・・・・かぐかぐかぐかぐ・・・・さかさかさかさか物語物語物語物語」」」」上演上演上演上演    

 みなさんにおなじみの「ももたろう」、「はなさかじいさん」、「かぐやひめ」をミックス 

した物語を半年間かけて練習してきた子どもたちが上演します。 

  日時：3月 28 日（水）14:00～（開場 13:30） 場所：文化会館大ホール（入場無料） 

  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） 
    

 
 

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。 

 
中央公民館の耐震補強工事に伴い、2 月 28 日まで 3 階の視聴覚室で業務を行っております。印刷機器やミ

ーティングスペースも移転前同様に備えてありますのでご利用ください。（3 月 1 日からは 1 階に戻ります。） 

活動情報募集

センターの移転について 

ペオ・エクベリ氏 



   

 

                                                                                                

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

   

活動中に起きてしまった事故。自分の怪我だけでなく、相手に怪我を負わせてしまったり、ものを壊してしまったりすることもあります。 

研修を重ねて万全の体制をとり、十分注意していても起こってしまうのが事故。その時、せめてもの救いとなるのが保険です。 

今回は、公益法人が行っているボランティア保険の一部をご紹介します。事前の加入が必要ですので、詳細については、各団体にご確認ください。 

保険名称・団 体 名・連 絡 先 対象（被保険者）・主な条件 
掛  金 

（補償期間） 
傷害給付（死亡・後遺障害限度額） 損害賠償給付（対人） 

その他（特定疾病補償・傷害事

故補償特約など） 
見舞金・事故給付金 

神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県ボランティアボランティアボランティアボランティア事故共済事故共済事故共済事故共済    

社団法人神奈川県青少年協会 

℡ 045-402-0346 

[[[[対象対象対象対象]]]]県民及び県内の施設を対象としてボランティア活動を行う県外の者 

[[[[条件条件条件条件]]]]自主性、非営利、非政治、非宗教、無償    

1名につき 
基本プラン600円 
天災プラン980円 

（1ヵ年度） 

死亡・後遺障害2,620万円限度、入院１日7,000

円（1,000日限度）、通院１日4,500円（90日

限度）、手術7～28万円 

対人１事故5億円限度、対物1

事故 5 億円限度（保管物賠償

を含む） 

傷害給付の補償には熱中症、

O-157を含む 

天災時のケガ（特約プラン） 

本人死亡50万円、対人死亡30万

円、後遺障害 50万円限度、入院

20万円限度、通院10万円限度 

ボランティアボランティアボランティアボランティア活動保険活動保険活動保険活動保険    

社会福祉法人全国社会福祉協議会 

(窓口は、社会福祉法人綾瀬市社会福

祉協議会 ℡ 77-8166) 

[[[[対象対象対象対象]]]]社会福祉協議会及びその会員、構成員、社会福祉協議会に登録または委嘱されて

いる団体・グループ・個人 

[[[[条件条件条件条件]]]] 自主性、無報酬、計画性、公益性    

本人280～1280円 

（1ヵ年度） 

加入プランによって異なる（基本プラン）死

亡・後遺障害1,418万円限度、入院1日7,000

円（1,000日限度）、通院1日4,500円（90日

限度）、手術規定の額 

対人１事故5億円限度、対物1

事故 5 億円限度（保管物賠償

を含む）免責金額なし 

傷害給付の補償には熱中症、

O-157を含む 

天災時のケガ（天災タイプ） 

なし 

子どもの団体 

(中学生以下) 

スポーツスポーツスポーツスポーツ安全保険安全保険安全保険安全保険    

財団法人スポーツ安全協会 

神奈川県支部 

℡ 045-317-5350 

大人の団体 

(高校生以上) 

[[[[対象対象対象対象]]]]アマチュアのスポーツ活動、文化活動、ボランティア活動、地域

活動、指導活動などを行う5名以上で構成される社会教育関係団体 

[[[[条件条件条件条件]]]] 非営利、非家族、非プロスポーツ団体、非学校管理下（学校管

理下かどうかは学校長の判断）    

メンバー5 名以上のグル

ープ・団体500～9000円 

（1ヵ年度） 

加入プランによって異なる（A プラン）死亡

2,000万円、後遺障害3,000万円限度、入院1

日4,000円（4日以上180日限度）、通院1日

1,500円（4日以上90日限度） 

対人1人1億円１事故5億円

限度、対物1事故500万円限

度 

傷害給付の補償には日射・熱射

病及び細菌性中毒症を含む 
突然死160万円 

日帰り 
グループ・団体580円～

（1事業） 

ボランテボランテボランテボランティアィアィアィア行事用保険行事用保険行事用保険行事用保険    

社会福祉法人全国社会福祉協議会 

(窓口は、社会福祉法人綾瀬市社会福

祉協議会 ℡ 77-8166) 
宿 泊 

[[[[対象対象対象対象]]]] 社会福祉協議会またはその構成員や会員 

[[[[条件条件条件条件]]]] 社会福祉協議会またはその構成員や会員であるボランティアグ

ループや団体が社会福祉活動の一環として行うボランティアに関する

行事 

グループ・団体1日1名

につき232円～（1事業） 

死亡485万円、後遺障害485万円限度、入院

1日 3,200円（180日限度）、通院 1日 2,000

円（90日限度）、手術規定の額 

対人１事故2億円限度、対物1

事故 1,000 万円限度（保管物

賠償を含む） 

傷害給付の補償には熱中症、

O-157を含む 
なし 

 

ＦＬＣは、事故による頚椎損傷など重度の身体障害をもつ方々に対

してのピアカウンセリング（※）や、海外への車いすの寄贈、福祉制

度の研究や提言などを行っている団体です。代表の金子さんは、高校

生の時に事故で頚椎を損傷し、首から下の麻痺により、電動車いすや

環境制御装置を利用して日常生活を送っています。 

昨年12月15日（金）に綾西小学校の 5・6年生（174名）を対象

に「「「「ともにともにともにともに生生生生きるきるきるきる社会社会社会社会」」」」というテーマで、講演と電動車いすでのスラ

ローム競技の実演が行われました。会場の体育館にはスロープがない

ため、リフト車から降りられるように市教育委員会の協力で仮設スロ

ープを設置しました。 

「障害があることは大変だけど、不幸なことではない。」、「一度き

りの人生だから、すばらしく生きたい。」という金子さんの前向きに

生きるお話は、児童と先生たちの心に響きわたりました。 
    

児童児童児童児童たちのたちのたちのたちの感想感想感想感想（（（（抜粋抜粋抜粋抜粋）））） 
○ 金子さんのお話を聞いて命のエネルギーを感じました。 

○ どんなことでも努力すれば、「必ずできる！」と思いました。 

○「命を大切にしよう」、「友だちの命も大切にしよう」と思いました。 

○「夢がかなわなくても、違う事でまたがんばれる！」そんな金子さんの  

心がすごいと思います。 

○ 先日警察から「以前拾ってくれたお金があなたのものになりました。」 

という手紙が届きました。以前の私だったら自分の好きなものを買って 

しまったと思うけど、今日の話を聞いて、身体の不自由な人が使う施設 

のために役立ててもらうために寄付しようと思います。 

○ 今まで「バリアフリー」とかにあまり興味がありませんでした。 

でも今日のお話を聞いて、「私たちがやらなきゃいけない」ということ 

に気がつきました。私も協力していきたいです。 

 

（※）ピアカウンセリングピアカウンセリングピアカウンセリングピアカウンセリングとはとはとはとは？？？？    

お互いに平等な立場で情報の提供を

行ったり、精神的なサポートを行い、

地域での自立生活が可能になるように

手助けする活動です。事故によって重

度の障害が残ってしまったとき、同じ

障害を持つ人からのサポートは、とて

も心強いものになることでしょう。 

ＦＬＣＦＬＣＦＬＣＦＬＣ（（（（Friendly Life CommunityFriendly Life CommunityFriendly Life CommunityFriendly Life Community）））） 

「安全パトロール」や「図書の朗読」、「障害児の就学援助」、「外国籍児童・生徒を対象とした日本語の学習補助」など、学校の現場では、既に多くのボランティアや市民

活動を行う団体が、その専門性や柔軟性を生かして学校の現場に参画しており、学校の積極的に取組もうとする姿勢も感じられます。 

今回は、学校と協働している2 つの団体の活動を紹介します。 

「世界にはばたく 綾瀬青少年の国際交流」（きらめき補助金交付事業） 

ＡＩＦＡ あやせ国際友好協会 

 ＡＩＦＡあやせ国際友好協会は、国際スピーチフェスティバルや異文化理

解講座、各国料理教室、おしゃべりサロンなどの開催や、海外グループ受け

入れなど、ホームステイの会をはじめとした他団体と協力し合いながら、地

域の国際理解を促進している団体です。 

1月18日（木）に市民活動センターあやせで、県立綾瀬高等学校と武蔵国

際総合学園の生徒16名が集まり「「「「世界世界世界世界にはばたくにはばたくにはばたくにはばたく    綾瀬青少年綾瀬青少年綾瀬青少年綾瀬青少年のののの国際交流国際交流国際交流国際交流実実実実

行委行委行委行委員会員会員会員会」」」」が行われました。 これは、3月に日本語や日本文化を学ぶハワイ

の高校生とその保護者約 60名が来綾することを受けて、ＡＩＦＡが高校生を

主体とした交流事業を提案し、地元の高等学校に参加を呼びかけたものです。 

事業の概要や会場内の配置、プログラムの説明の後に、参加した生徒達は

それぞれの部門に分かれて当日の具体的な内容を話し合いました。 

交流事業は、ホストファミリーとハワイの高校生との紹介をはじめ、生徒

達が部活動で行っている、茶道、英語紙芝居、ストリートダンスや市書道協

会による書道指導、ＮＰＯ法人日本空手道協会の空手の形の披露など盛りだ

くさんの内容で、3月25日（日）午前10時から中央公民館で開催されます。

国際交流はもちろんのこと、学校同士の交流も広がっていくといいですね。   

一般の方のボランティアも募集してます。 

詳しくは、℡090-8344-2643（高橋）まで。 
 

 
各部門に分かれて行った打合せ 

 
ＡＩＦＡ会員から説明を受ける生徒達 

学校の先生達も助言者として参加しています。 

スラローム競技の実演 

仮設スロープ 

講演会の様子 

～～～～ホストファミリーホストファミリーホストファミリーホストファミリー募集中募集中募集中募集中～～～～    

3月23日(金)～25日(日)にハワイMid-Pac Institute高校の学生（38

名）のホームステイの受入れホストファミリーを募集しています。ご

興味のある方は、℡080-1038-9889（率川）までご連絡ください 


