
あやせの市民活動をつなぐ情報紙

平成 20 年度市民活動応援補助金

市民活動を財政的に支援する「きらめき補助金」の応募受付が始まりました。

この制度は、綾瀬市内で行う公益的な活動に対し、その費用の一部について補助金を

交付する制度です。今回で 3 回目を迎えるこの制度は、公共施設の優先予約や使用料

の減免など、団体がより使いやすく、また、選考会を公開で行うなど、透明性が高ま

りました。

事業資金獲得に意欲のある方は、市民活動センターあやせにご相談ください。

詳しくは「応募の手引き」をご覧ください。
※市民活動センターあやせ、市役所市民協働安全課、地区センターなどで配布しています。

〔対 象〕
市内に活動拠点のある 3 人以上の団体で、市民を対象とした公益的な事業。

（団体の事務所の家賃や経常的な経費、構成員の人件費や飲食費、5 万円以上の備品は対象外。）

〔補助区分〕
補助区分 いぶき はぐくみ はばたき

団体の要件
昨年 4/1～今年 5/31

に発足した団体

昨年 5/31 以前に発足

した団体

昨年5/31以前に発足した

2 つ以上の団体が協働で事

業を行う場合

補助上限額（年額） 10 万円 20 万円 50 万円

交付回数の制限 1 団体 1 回まで 1 事業につき 3 回まで 1 事業につき 5 回まで

〔申請期間〕
募集期間 5 月 1 日（木）～5 月 31 日（土） 提出先 市民活動センターあやせ

〔公開プレゼンテーションと選考会〕
提出書類と 1 団体 5 分のプレゼンテーションにより選考委員会が事業の選考を行い、結果を当日公表

します。 ※どなたでも参加できます。

日 時 6 月 22 日（日）10:30～17:30（予定） 場 所 市役所３１５会議室

昨年公開プレゼンテーションと選考会を経て補助金の交付を受けた8事業の報告と質疑応答を行います。

団体の活動を知る機会として、今年度の申請の参考としてお気軽にご参加ください。

日 時 ５月 25 日（日） 13:30～17:00 場 所 市役所３１５会議室

[報告団体一覧]

松ヶ丘ナーサリー まつぼっくり 綾瀬市手をつなぐ育成会

地球チャイルド 小園自治会第４区防犯パトロール隊

小園 6 区防犯パトロール NPO 法人ふるさと環境市民

AIFA あやせ国際友好協会 あやせ災害ボランティアネットワーク
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～市民活動と映画の集い～

2 月 9 日(土)文化会館で市民活動フェスタを開催

しました。身近なイベントから市民活動に触れてほ

しいという運営委員会の願いから、企画したもので、

生きる力、人権、地域活性化などをテーマにした映

画 8 本の上映をはじめ、15 団体のブース設置によ

る活動 PR、パンやクッキー、自家製みそなどの自

主製作品の販売、スタンプラリーなどが行われ、

500 人以上の来館者で賑わいました。

会場には、子どもの自主的な環境活動を支援する

こどもエコクラブのイメージキャラクター「エコま

る」も登場し、多くの子どもたちに喜ばれました。

「MY Co2 を計ろう！」

3 月 29 日(土)中央公民館で NPO 法人ふるさと環

境市民の方々を講師に迎え、21 人の方が身近な生活

から地球温暖化について考えました。

参加者が自宅の光熱水費の領収書を持参し、各自の

二酸化炭素排出量を調べるとともに、講師が視察して

きたスウェーデンの環境政策や具体的な取り組みにつ

いて知ることできました。

この事業は、会場のインターネット接続と Co2 排

出量の算出をＩＴボランティアの方々の協力により行

いました。

自分の二酸化炭素排出量は「My Co2」サ
イトで簡単に算出することができます。皆
さんも一度アクセスして、身近な生活から
地球環境を考えてみませんか。

My Co2 ホームページ
http://www.myco2.net/eco-pro/

《参加者の感想》

・自分の Co2 排出量が京都議定書の基準を満たして

いたので安心しました。

・二酸化炭素排出量の削減の大切さは日頃から感じて

はいますが、実践となると・・・・。

・家族にどう理解させるかが大切です。関心のない人

にどう伝えるのかがポイントです。

・My Co2 サイト結構楽しめました。自宅に帰ってま

たやってみます。

・ペットボトルの規格統一化など企業の協力と国を挙

げての取り組みが必要なことがわかりました。



センターの機材利用について

備品の追加に伴い次のサービスを開始いたしました。

ポスタープリンター

総会やイベントの次第、看板作製にご利用ください。

A1 90 円/枚 91 ㎝×130 ㎝ 210 円/枚

インクジェットプリンター（Ａ３、Ａ４）

A４ 黒 10 円/枚 カラー 30 円/枚

A３ 黒 30 円/枚 カラー 50 円/枚

無線ＬＡＮ

持ち込み PC でインターネットが利用できます。

パソコン何でも相談

ＩＴボランティアがセンターでパソコンのトラブルや

質問に応じます。

【開催日時】

金曜日 10:00～12:00（菊池さん）

18:00～21:00（加治さん）

土・日曜日 13:00～17:00（材木さん）

※センター事業実施等で利用

できない場合があります。

あらかじめ IT ボランティアの

スケジュールをご確認ください。

「市民活動パソコン講習会」

昨年からはじめた市民活動パソコン講習会。1 回 3 時間で

完結という手軽さや少人数制、オリジナルのテキスト、講師

の人柄などで評判を呼び、毎月 4 回程度実施している講習会

はいつも定員いっぱい。

これまで、「印刷設定」、「チラシ作り」、「住所録作成」、「看

板作り」など団体運営の実務に役立つテーマで講習会が行われて

おります。５・６月の開催予定は下表のとおりです。

センター登録団体だけでなく、自治会やＰＴＡ、子ども会、地

区社会福祉協議会など公益活動の運営に携わっている方であれば

受講できます。どうぞご利用ください。

《5 月・6 月開催予定》

講習会名 開催日時 程度

エクセルでつくる住所録 5 月 10 日(土)18:00～21:00 エクセル中級

ホームページ入門

（ホームページビルダー初級）

5 月 16 日(金)13:00～16:00 ワード中級

5 月 30 日(金)18:00～21:00

インターネット入門 5 月 24 日(土)18:00～21:00 初級

団体の情報紙づくり 6 月 6 日(金)18:00～21:00 ワード＆エクセル中級

エクセルでつくる住所録 6 月 14 日(土)18:00～21:00 エクセル中級

主催事業のチラシづくり

※2 回コース

6 月 20 日(金)、27 日(金)

13:00～16:00

ワード中級

会 場：市民活動センターあやせ 定員：4～７人 参加費：無料

申込先：講習会開催 3 日前までに同センターまで（申込順）

※６月分申込みは、6 月 2 日(月)から受付開始



「ＮＰＯと行政の対話フォーラム」

2 月 20 日(水)かながわ県民セ

ンターで開催された「ＮＰＯと行

政の対話フォーラム」に参加して

きました。

ＮＰＯ法施行から 10 年。市民

活動の推進から市民協働へと社会

の大きなうねりを感じている昨今、「公共は今後もっと大

きく、そして豊かになっていかなければならない」、「こ

れまでの行政との対話は陳情型であった。本当の自治に

つながる対話をするために、まずＮＰＯ同士の対話が重

要である。」との登壇者の発言に、ＮＰＯをつなぐ役割で

ある中間支援の役割の大きさとを感じ、身の引き締まる

思いをしました。 （運営委員 Ｗ）

「世界にはばたく綾瀬青少年の国際交流」

３月 2３日(日)寺尾いずみ会館でハワイの高校生と市

内の中・高校生との交流会が行われました。AIFA あや

せ国際交流協会がきらめき補助金を受けて、ハワイ MPI

の生徒 19 人のホームステイの一環として行われたも

の。会場では、三味線や民謡をはじめ、よさこいソーラ

ン、吹奏楽、英語劇、ヒップ・ホップダンス、ピアノ演

奏、参加者全員による盆踊りなどが行われ、会場は大い

に盛り上がりました。 （運営委員 Ａ）

講座・イベント情報

「目久尻川クリーンアップ大作戦」～上流から下流まで一斉清掃で川をつなごう～

日時：5 月 11 日(日) 9:30～11:30 場所：吉岡地区センター集合

主催・問合せ先：目久尻川ふるさとネットワーク ℡78-4470(しげもり)、77-6207(たかさわ)

「こどもと共に育つ子育て」～子どもの心を育てるために親としてすべきことや子どもとの接し方を考えます。～

日時：5 月 18 日(日) 10:00～12:00 場所：松ヶ丘ナーサリーまつぼっくり(寺尾中 3-5-1)

参加費：500 円 主催・連絡先：読み聞かせグループ「まつこ」℡080-1108-6530(川島)

「まつぼっくりマーケット（フリーマーケット）」

日時：5 月 25 日、6 月 22 日(毎月第 4 日曜日) 場所：松ヶ丘ナーサリーまつぼっくり（寺尾中 3-5-1）

主催・連絡先：同会℡78-2846

「野外に飛び出し、つくろう友だち！（ネイチャーゲーム）」

日時：5 月 31 日(土) 9:３０～11:30 場所：城山公園 芝生広場 参加費：100 円

主催・連絡先：ガールスカウト神奈川第 68 団 ℡76-2419(藤井)、76-5282(村山)

「ザ・ネイチャーシップ 2008 家族で稲作体験編」～家族そろって食べよう！綾瀬のおいしいお米！～

日時：6 月 15 日、7 月 27 日、10 月 5 日、11 月 2 日（全 4 回 日曜日）

場所：落合地区水田 参加費：500 円 主催・問合せ先：綾瀬青年会議所℡090-1842-7565(笠間)

「田植え体験と水辺の生物観察」

日時：6 月 15 日(日) 10:00～15:00 場所：早川(城山公園周辺) 参加費：1500 円

主催：地球チャイルド ℡090-8563-9198(松本)

編集後記 「社会参加で豊かな生活」
ボランティア活動の現状は、女性に比較して、男性や若い人の参加はまだ少ない。会社人間だった人が定年

後すぐに地域社会に溶け込んでいくことは、なかなか難しいことです。市民活動の取材を通じて感じることは、

福祉を初めとして、経験豊かな男性に活躍を期待されている分野がたくさんあることです。

人生全体を視野に入れた時に、私たちは豊かな生活を送っているのでしょうか。定年後の豊かな生活とはど

のような生活なのでしょうか。それは、その人らしい何かに挑戦して奉仕など社会参加することだと思います。

中央公民館１階にある「市民活動センターあやせ」は大人のたまり場です。ぜひ気軽にお越しください。

きっかけがつかめるかもしれません。 （運営委員 高橋 元）


