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６月２４日（日）市役所３１５会議室にて、きらめき補助金（市

民活動応援補助金）公開プレゼンテーション・選考会が開催され

ました。 

これは、市民が自主的・自立的に行う、ボランティアやＮＰＯ

をはじめとした「市民活動」を財政的に支援するための補助金で、

学識経験者やＮＰＯ支援団体関係者らで構成する選考委員会が、

申請書類と「公開プレゼンテーション」により補助金交付先を選

考するものです。 

応募した団体は、プロジェクターやパネルなど、工夫を凝らし

た発表方法で事業をＰＲし、選考の結果、次の事業への補助交付

が決定しました。 

当日会場は５０人余の市民が訪れ活気であふれていました。 
 

いぶき  補助上限額 10 万円 

活動をはじめたばかりの団体が勇気をもって市民活動に取り組むための支援 （単位：円） 

  

 

 

 
 

はぐくみ  補助上限額 20 万円  

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        （単位：円） 
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プレゼンテーションの様子 

NO 事　業　名　称 団　体　名 補助金の使途 事業費総額 補助金額

1
心を動かせる楽しい人形劇を
みんなに！！

松ヶ丘ナーサリー
まつぼっくり

人形劇上演料 439,000 100,000

市民の方々が参加できる事業は、広報あやせ等を通じて募集をかける予定です。皆さんもぜひご参加ください。 

実施した事業の結果は、来年５月に開催される事業報告会で発表する予定です。 

人形劇 

防犯パトロール 

環境クイズラリー 

NO 事　業　名　称 団　体　名 補助金の使途 事業費総額 補助金額

1
里山と川の自然体験教室
バージョン２

地球チャイルド
スタッフ謝金、機械レン

タル、機材運搬費 479,000 200,000

2 小園６区自衛パトロール隊
小園６区自衛パトロール隊

（小園パトロックズ）
防犯グッズの購入費と事

務費 112,000 62,000

3

世界にはばたく
綾瀬青少年の国際交流(第２回)
ＧＩＶＥ　ＯＵＲ　ＡＹＡＳＥ　ＹＯＵＴＨ　Ａ　ＣＨＡＮＣＥ

ＴＯ　ＭＥＥＴ　ＴＨＥ　ＷＯＲＬＤ！

ＡＩＦＡ
あやせ国際友好協会

ハワイの高校生50人受
け入れのための費用（ホ

ストファミリー等謝礼、

実行委員会運営費、機材

運搬費）

381,000 200,000

4
私たちが主役！
障害者のための音楽祭

綾瀬市
手をつなぐ育成会

文化会館使用料・出演団

体派遣費用・印刷費・運

搬費
250,000 200,000

5 小園自治会４区自衛パトロール
小園自治会４区

自衛パトロールグループ
防犯・防災掲示板設置、

防犯グッズ購入 272,000 177,000

6 エコシティ創造プロジェクト
ＮＰＯ法人

ふるさと環境市民

講演会、全国首都環境コ

ンテスト参加取組み検証

とミーティング、目久尻

川おもしろ環境クイズラ

リー

270,000 200,000

7 災害救援ボランティア養成講座
あやせ災害ボランティア
ネットワーク

講師謝礼、資料・募集チ

ラシ作成費、三角巾購入

費
268,000 200,000



 

    

    ＩＴ支援ボランティアＩＴ支援ボランティアＩＴ支援ボランティアＩＴ支援ボランティアがががが活動開始活動開始活動開始活動開始！！！！     

市民活動センターあやせでは、市民活動を行う方々へのＩＴ支援と

してボランティアによるパソコンの無料相談を開始しました。 

「団体やイベントのポスターやチラシを作りたい」、「表計算ソフト

を使って団体の収支予算・決算書作成の手間を省きたい」、「そろそろ

ホームページを立ち上げたい」、「企画発表のプレゼンをわかりやすく

したい」など、団体運営に関することで、パソコン操作にお悩みの方

はご相談ください。 
 

―――  支 援 Ｍ Ｅ Ｎ Ｕ  ――― 
 

日 時 毎週金曜午前中と土・日の夕方  
     ※ご希望の方は、事前にＩＴ支援ボランティアのスケジュールをご確認ください。 

 
内 容 パソコンソフト ワード、エクセル、ホームページビルダー 

パワーポイント等の使用方法などの相談・指導 
        ※ＰＣ持ち込みでの相談もＯＫです。 
 

 

 

    センターホームページセンターホームページセンターホームページセンターホームページををををリニューアル！リニューアル！リニューアル！リニューアル！    

 登録団体情報を追加したほか、助成金情報を新設しました。  http://www3.ctktv.ne.jp/~ayaseshi/http://www3.ctktv.ne.jp/~ayaseshi/http://www3.ctktv.ne.jp/~ayaseshi/http://www3.ctktv.ne.jp/~ayaseshi/ 

パソコンのことならお任せ！ 

センターのホームページも担当しています。 

ＩＴ支援ボランティアの菊池
き く ち

さん(左)と材木
ざ い き

さん

見
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す
く
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分類別の団体紹介 民間助成金情報 



運営委員会レポー運営委員会レポー運営委員会レポー運営委員会レポー

トトトト 避難所宿泊体験事業に参加しました。避難所宿泊体験事業に参加しました。避難所宿泊体験事業に参加しました。避難所宿泊体験事業に参加しました。    

 6 月 16 日(土)～17(日)に、 

あやせ災害ボランティアネット 

ワーク主催による避難所宿泊体験 

が綾瀬小学校体育館で開催されま 

した。防災対策・耐震補強の講演 

と高齢者疑似体験、被災時の家屋 

内での状況再現などを行いました 

被災時の家屋内はガラスの破片などが散乱し素足では

危険がいっぱいです。ガラスにみたてた卵の殻を踏み、

痛さを感じて履物を用意しておく必要性を感じました。

また、就寝は 1人 1畳分のスペースにダンボールを敷き、

寝袋での睡眠を試みましたが、なかなか寝付くことがで

きませんでした。 

 中越沖地震をはじめ、能登半島地震、熊本県大雨災害

など、最近多くの災害が発生しています。綾瀬市もいつ

災害が起こってもおかしくない状況とのことです。 

9 月は防災訓練の時期です。皆さんも、この機会に 

    印刷製本・視聴覚機器が充実印刷製本・視聴覚機器が充実印刷製本・視聴覚機器が充実印刷製本・視聴覚機器が充実！！！！        

 次の機器を導入いたしました。自治会活動を含む市民活動にご利用いただけます。 

※あらかじめ利用登録が必要です。 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
「「「「家族家族家族家族でででで語語語語るるるる    平和平和平和平和・・・・人権人権人権人権    映画会映画会映画会映画会」」」」 
 「おこりじぞう」「スピリット」「ロボッツ」「めぐみ」計 4本を上映する平和・人権をテーマ 
にした映画鑑賞会です。NPO 製品販売コーナー、拉致被害者救済写真展を同時開催します。 
日時：8月 9日（木） 10：00～16：40（開場 9：30）定員：1,300 人 費用：無料  
場所：綾瀬市文化会館大ホール 問い合わせ先：市民活動センターあやせ ℡70-1232     

「「「「ゴミゴミゴミゴミ拾拾拾拾いいいい～～～～夏夏夏夏のクリーンのクリーンのクリーンのクリーン大作戦大作戦大作戦大作戦～」～」～」～」    
城山公園及び周辺の清掃活動を行います。  

  日時：8月 11日（土）10：00～12：30  場所：城山公園 管理棟前集合  定員：60 人 

  持ち物：タオル、軍手など（ごみ袋は用意します。） 

  主催・申込み先：ふれあい虹の会 FAX046-233-3534 E ﾒｰﾙ ovo_0128@yahoo.co.jp 

☆丁合機☆丁合機☆丁合機☆丁合機     
印刷物が“あっと”いう間

にページ順にそろいます。 

☆ワイヤレススピーカ☆ワイヤレススピーカ☆ワイヤレススピーカ☆ワイヤレススピーカ
ーーーー    
音響設備のない屋内で活躍

します。 

※マイク 

3 本同時 

使用可能 

その他の機器 
・印刷機（インク黒、青、赤、緑） 

・紙折り機 

・断裁機 

・移動用ホワイトボード 

・パウチ機 

・ホチキス（大型、中綴じ用） 

などを備えております。ご利用ください。 

☆ポスタープリンター☆ポスタープリンター☆ポスタープリンター☆ポスタープリンター 
最大 915mm×３０m までの印刷が可能で

す。看板・活動紹介 

ポスター作成等に 

どうぞ。 

※感熱紙タイプです 

☆インカム☆インカム☆インカム☆インカム（トランシーバ（トランシーバ（トランシーバ（トランシーバ

ー）ー）ー）ー）    
イベントの際スタッフ間

の連絡に大活躍します。 

 

☆電動ホチキス☆電動ホチキス☆電動ホチキス☆電動ホチキス 
一度に２カ所のホチキス

止めができ、製本作業がラ

クラクです。 

☆プロジェクター☆プロジェクター☆プロジェクター☆プロジェクター    
3000 ルーメンで明るい場

所でも投影可能です。 

※書画カメラ付 

防災について家族で話し合い、地域の訓練に積極的に

参加するなど十分な備えを行ってはいかがでしょうか。        

（運営委員 荒井 多津雄） 
 

先輩先輩先輩先輩施設施設施設施設に学ぶに学ぶに学ぶに学ぶ    

7 月 5日（木）に、 

えびな市民活動サ 

ポートセンター運営委 

員会の方々が、当セン 

ターの視察にみえまし 

た。海老名市での市民 

活動への取り組みは非常に早く、平成 9年にセンターを

設置し、今や 200 を超える団体に親しまれ、サポセンま

つりなどの主催事業が行われています。団体の登録方法

や利用団体の傾向、主催事業について活発な情報交換を

行うことができ、今後の課題や運営について本音で話し

合うことができました。これからも、他市のセンターと

の交流を積極的に行い、より良いセンター運営に努めた

いと感じました。           （運営委員 髙

講座・イベント情報 



講座・イベント情報 
    
 
 

「「「「相模川相模川相模川相模川でででで簡単簡単簡単簡単なななな水質調査水質調査水質調査水質調査とととと生物観察生物観察生物観察生物観察」」」」    きらめき補助金交付事業    
海老名市河原口の相模大橋の河川敷で水質調査や川底の生き物観察、ごみの種類と数量調査を行います。 

  日時：8月 12日（日）（雨天の場合は 8/19） 10:00～ 
  場所：小田急線厚木駅改札口 9：50集合 定員：小中学生とその保護者 30人 

費用：500 円  持ち物：ぬれても良い靴かサンダル、筆記用具、弁当、飲み物 
主催・問い合わせ先：地球チャイルド ℡090-8563-9198（松本） 

   

「「「「第第第第 1111 回自然環境回自然環境回自然環境回自然環境体験学習会体験学習会体験学習会体験学習会（（（（ネイチャーゲームネイチャーゲームネイチャーゲームネイチャーゲーム））））」」」」 
 五感をとおして自然を感じるゲームです。 
ゲーム例｢じゃんけん落ち葉集め｣｢木の葉のカルタ取り｣｢フィールドビンゴ｣など 
日時：8月 18日（土）9：30～（雨天の場合はリサイクルプラザ） 費用：無料 
場所：城山公園 対象・定員：小学生以上 30 人（小学 4年生以下は保護者同伴）  
主催・問い合わせ先：あやせ環境推進会議事務局 ℡70-5620（環境保全課）             

「「「「藍藍藍藍のののの葉葉葉葉っぱでっぱでっぱでっぱで藍染藍染藍染藍染めめめめ体験体験体験体験！！！！」」」」        きらめき補助金交付事業 
 自分たちの手で藍の葉を収穫し、ハンカチの藍染体験と目久尻川の自然観察を行います。 

日時：8月 26日（日）9：40～ 場所：吉岡・村野橋付近の地球チャイルド畑(雨天時は吉岡地区センター) 
対象・定員：小中学生とその保護者 30人 費用：500 円  
主催・問い合わせ先：地球チャイルド ℡090-8563-9198（松本）      

「「「「市民活動交流市民活動交流市民活動交流市民活動交流カフェカフェカフェカフェ～～～～団体運営団体運営団体運営団体運営ためのためのためのための魅力的魅力的魅力的魅力的なななな話話話話しししし方方方方～～～～｣｣｣｣        
 活発な活動を展開し多くの支援者を集める団体にはミッションだけでなく魅力的な人がキーマンとして存在します。
その魅力の一つである「話し方」に焦点をあて、みんなで考えます。 
日時：9月 8日（土）10：00～12：00   場所：中央公民館講習室  費用：300 円   
主催・問い合わせ先：市民活動センターあやせ ℡70-1232    

「「「「新城市新城市新城市新城市にににに学学学学ぶぶぶぶ環境政策環境政策環境政策環境政策～～～～地球市民環境講座地球市民環境講座地球市民環境講座地球市民環境講座ステップステップステップステップ２２２２～～～～｣｣｣｣    きらめき補助金交付事業    
 環境首都コンテスト第 1位を獲得した愛知県新城市や全国の先進事例を学びます。 

日時：9月 8日（土）13：00～16：00  場所：市役所 314・315 会議室   
主催・問い合わせ先：NPO 法人ふるさと環境市民 ℡78-5915（安藤）             

「「「「スカウトスカウトスカウトスカウト体験体験体験体験とととと説明会説明会説明会説明会～～～～君君君君もサバイバルのもサバイバルのもサバイバルのもサバイバルの達達達達人人人人になろうになろうになろうになろう～～～～｣｣｣｣        
  日時：9月 9日（日）10：00～14：00  場所：光綾公園 広場  費用：無料  
  対象・定員：スカウト活動に興味のある保護者と子ども 60人 

（幼稚園年長～小学 2年生まで 30 人、小学 3年～5年生まで 20 人、小学 6年生～中学 3年生まで 10 人） 

  主催・問い合わせ先：ボーイスカウト綾瀬第１団  笹田 ℡77-6722、 第 2 団 橘川 ℡78-0503 
ガールスカウト神奈川第 68 団  藤井 ℡76-2419             

「「「「アツキヨチャリティコンサートアツキヨチャリティコンサートアツキヨチャリティコンサートアツキヨチャリティコンサート    ～～～～親力親力親力親力（（（（親子親子親子親子のののの絆絆絆絆））））～～～～｣｣｣｣        
ギター＆ボーカル担当のアツシと聴覚障害のハンデを持ち手話を取り入れたサイン 
ボーカル担当の Kiyo による音楽ユニットのコンサートです。 
日時：9月 16日（日）12:30（開場 12:00） 場所：綾瀬市文化会館大ホール 
費用：無料（9：00からチケット配布開始 全席指定）  
主催・問合せ先：綾瀬青年会議所 Fax78-4291 E ﾒｰﾙ ayase-jc@mub.biglobe.ne.jp                               

「「「「古賀稔彦講演会古賀稔彦講演会古賀稔彦講演会古賀稔彦講演会    ～～～～人生人生人生人生のののの教科書教科書教科書教科書～～～～」」」」    
“平成の三四郎”と言われ、バルセロナ・アトランタ五輪で金・銀メダルを獲得し、現在は指導者 
として活躍中の柔道家古賀稔彦氏の講演会です。 
日時：9月 16日（日）15:00    場所：綾瀬市文化会館大ホール 
費用：無料（9：00からチケット配布開始 全席指定）  
主催・問合せ先：綾瀬青年会議所 Fax78-4291 E ﾒｰﾙ ayase-jc@mub.biglobe.ne.jp 

 
 
 
     

早朝 4 時 5 分から放送される NHK ラジオ深夜便「心の時代」という番組をご存知でしょうか。 
この番組は、各分野でさまざまなことに取り組み活躍されている方の貴重なお話を聴くことができる番組で、紹介される

方の体験したこと、一つひとつの言葉に重みを感じ、視野が広がり、前向きな生き方、生きてる知恵、生きる力を与えてく
れ、あらゆることにチャレンジしたいと勇気をいただけることから、私の心の栄養になっています。 
 この番組を聴いてから早朝ウォーキングに出かけるのが私の日課であり、心に感動の余韻を残してのウォーキングは、明
日の楽しみへとつながり、毎日が新鮮に感じられます。みなさんも一度聴いてみませんか！ （運営委員会委員 髙橋 元） 

 

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。 

活動情報募集

編集後記 「早起き生活で英気を養う」 

昨年のコンサートの様子 
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