
あやせの市民活動をつなぐ情報紙

6 月からダイエー綾瀬店（大上）の３階に市情報コーナーが開設され、その一部を市民活動情報コーナ

ーとして活用しております。団体主催事業のパンフレットやポスターの掲示をはじめや市民向け小規模イ

ベントも開催できますので、利用を希望する場合は、市民活動センターあやせにご相談ください。

明るく開放的なスペース（毎日夜 10 時まで） 団体情報用パンフレットスタンド

お気軽にお立ち寄りください
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ダイエー綾瀬店３階の市情報コーナーで市民向けミニイベント

を開催してくださる市民活動団体を募集します。

日時や企画内容について市民活動センターあやせスタッフにご

相談ください。（机・イス・電源の使用が可能です）

ミニイベント開催手順

セ ン タ ー ス タ ッ フ に

事 業 概 要 を 相 談

スタッフと一緒に企画書を

作成のうえダイエーと調整

ミ ニ イ ベ ン ト 開 催



上から順に 事業名→決定補助金額→獲得票数→使途内容→団体名です

おもちゃドクター
入門講座

８.６万円(４票)
講師代・資料代

エコシティ
創造プロジェクト

１７.９万円(４票)

講演会講師謝礼

みどりのカーテンセット

断酒啓発・促進事業

１３.２万円(５票)
講演会講師謝礼

パンフレット作成

避難所における二次災害の
軽減に関する啓蒙事業

１５.５万円(４票)
避難所ボード・資料作成

講師謝礼

世界にはばたく
綾瀬青少年の国際交流

１７.２万円(４票)
ホストファミリー等謝礼

交流会開催

集まれ!!うた仲間♪

２０万円(４票)
指導者、伴奏者謝礼

日本語ボランティア
スキルアップ講座

２０万円(６票)

講師謝礼
テキスト資料

代

私たちが主役！
障害者のための

音楽祭Ⅱ

２０万円(８票)

文化会館使用料

小園６区自衛パトロール隊

１６.５万円(５票)
講演会謝礼

パトロールマニュアル作成

【きらめき補助金とは】この制度は、社会的課題に取り組む市民

活動（ボランティアやＮＰＯをはじめとした公益活動）に対し、

その事業費用の一部について補助金を交付し財政的に支援するも

のです。交付先の選考は、有識者や市内事業者代表(８人)で組織す

る選考委員会が行いました。

※選考は、公開の場で行われ、委員の半数(４票)以上を獲得した事

業が補助金交付対象となりました。

大人も子どもも
心を動かす体験をしよう

２０万円(６票)

人形劇

コンサート

上演費用

生ごみの堆肥化と有効利用の推進

１０万円(８票)
生ごみ堆肥化資材・講演会講師謝礼

６月 22 日(日)に開催された公開プレゼンテー

ションの結果、次の事業に補助金が交付される

ことになりました。事業の実施にあたり、詳し

い内容が決まりましたら「広報あやせ」などに

掲載されます。市民の方々の参加も広く募集し

ます。今後の活動にご注目ください。

いぶき

はぐくみ

綾瀬市手をつなぐ育成会 松ヶ丘ナーサリーまつぼっくり 日本語教室“ともしび”

小園 6 区自衛パトロール隊 矢崎断酒のつどい

AIFA あやせ国際友好協会

NPO 法人
ふるさと環境市民

おもちゃの病院あやせ

あやせ災害ボランティアネットワーク あやせキッズコーラス

あやせ生ごみ隊(いきごみたい)

きらめき補助金の原

資は市民活動推進基金

です。これは市民の方々

からの寄附金と同額を

市からも拠出するマッ

チング・ギフト方式を導

入したものです。

市民の方々からの寄

付金が増えれば増える

ほど補助金額も多くな

りますので、皆さんのご

協力をお願いします。

WE21 ジャパンあやせ様、綾瀬市自治基本条例策定検討委員会様、近藤

吉和様（順不同）ほか、多くの方々からあたたかいご支援を頂いておりま

す。この場をお借りしてお礼申し上げます。

公開プレゼン・選考会の様子



助 成 金 情 報

「第３回あやせの輪基金」
綾瀬市内の企業にご寄付いただいた協賛金を基に、市内ＮＰＯ・市民活動団体など公益活動を行う団体に対し助成
金を交付します。（交付先は、提出された書類と公開プレゼンテーションで決定します。）

助成金額：総額 30 万円 応募期限：9月 7日(日)まで 応募方法：詳細はお問い合わせください
公開プレゼンテーション：9 月 28 日(日) 9:45 から 場所：中央公民館３階講堂
主催・問い合わせ先：綾瀬青年会議所 〒252-1108 綾瀬市深谷上 8－13－5 ナウ産業 2Ｆ

℡090-1842-7565（笠間） Ｅメール ayasenowa@yahoo.co.jp

講座・イベント情報

「市民活動パソコン講習会（9 月分）」
場所：市民活動センターあやせ 使用ＯＳ：Windows Vista
対象・定員：公益活動を行う団体に所属している方 各講習会５人以内（ＰＣ持込は別途相談）
費用：無料 主催・問い合わせ先：9 月 3 日(水)から市民活動センターあやせ ℡70-1232

日 時 講習会名(受講レベル・特記事項)

9/12,19(金)
18:00～21:00

フリーソフトでつくるプレゼンテーション資料
(パソコン中級、２回コース、１G 以上の USB メモリ持参)

9/26(金)
18:00～21:00

団体のチラシ・ポスターづくりⅠ～画像加工と文書への挿入～
(ワード中級、画像データ又はデジカメ持参)

9/27(土)
13:00～16:00

団体のチラシ・ポスターづくりⅡ～地図の作成と文書への挿入～
(ワード中級)

9/12(金)
13:00～16:00

ホームページづくりの面白テクニック～オンマウスの活用～
(ホームページビルダー初級以上)

「中山靖雄氏講演会（８月度綾瀬青年会議所オープン例会）」
(財)修養団 伊勢道場相談役 中山靖雄氏を迎え、「意識が行動を変える」をテーマにした講演会
日時：8月 21 日(木) 19:30～21:30 場所：綾瀬市福祉会館 1 階集会室
費用：無料
主催・問い合わせ先：綾瀬青年会議所 ℡090-9323-2634（川崎） ※要申込

「映画 日本の青空 上映」
日本国憲法誕生の真相。60年を経ていま明らかに！（大澤豊監督作品）
日時：9 月 5 日(金) １回目 10:00～ 2回目 14:00～ 3回目 19:00～ 各回 30分前開場
場所：文化会館小ホール 費用：前売り 1,000 円(高校生以下 800 円)、当日 1,500 円(高校生以下 800 円)
主催・問い合わせ先：「日本の青空上映」実行委員会あやせ ℡78-0547(笠間)、76-8596(柳沢)

「多摩川で干潟体験と生物観察！！」
干潟や芦原に足を踏み入れて、干潟を体験しながら生き物の採取し観察します。
日時：9 月 14 日(日) 9:50 大田区本羽田公園集合 解散 12:00 頃 雨天･増水時は 9月 15 日(月)
場所：大田区本羽田公園付近の干潟
対象・定員：小・中学生と保護者 30 人（申込順） 参加費：１人 500 円（保険代・教材費）
主催・問い合わせ先：地球チャイルド ℡090-8563-9198（松本）

「サツマイモ畑で収穫体験！！」
大地を掘り起こしてサツマイモ掘りにチャレンジ（掘ったおイモはお持ち帰り）焚き火で焼きイモをつくろう！
日時：9 月 28 日(日) 10:30 綾瀬市吉岡にある地球チャイルド畑 解散 12:00 頃 雨天時は 10月 5日(日)
場所：綾瀬市吉岡 吉野橋付近
対象・定員：小・中学生と保護者 20 人（申込順） 参加費：１人 1,000 円（保険代・教材費）
主催・問い合わせ先：地球チャイルド ℡090-8563-9198（松本）

地域でのボランタリーな活動とともに、期限付きで現役時代の会社で仕事を手伝うことになった。しかし、身体はくたく
た、約束の期限まで身体がもつか不安だ。お休みの日に畑に行ったところ、以前蒔いたオクラ、キュウリ、インゲンの芽が
出ているのを見つけとても癒された。土に触れていると元気が戻った。また明日も頑張れそうだ。

第二の人生をどう生きるかを考えたとき、社会とのかかわりを持ち続けることはとても大事なことです。とはいえ、退職
後すぐに地域に溶け込める環境を整えている方は未だ少ないのではないでしょうか。

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。気軽に遊びに来てください。何かきっか
けをつかみましょう。そして、何かにチャレンジしましょう。

“自分の人生は自分で決める！”地域に種を蒔くのはあなたです。（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 「幸せの種まき」

市民活動パソコン何でも相談受付中
毎週金曜日 9:00～12:00、18:00～20:00

土曜日 13:00～17:00


