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「寄付金以外に、きらめき補助金を支

える方法はないか。」市民活動センターあ

やせ運営委員会と市民活動推進委員会で

は、イリジウムやプラチナなどレアメタ

ルといわれる希少金属を含む入れ歯に着

目し、不要入れ歯の回収事業の開始を市

に要請。昨年 8 月から不要入れ歯リサイ

クル事業としてスタートしました。 

この事業は、市とＮＰＯ法人日本入れ

歯リサイクル協会の協働で行われるもの

です。 

いただいた入れ歯は、リサイクル協会

が回収・精製し、市民活動推進基金と日

本ユニセフ協会にそれぞれ収益金の 40％

が寄付されます。市では、この寄付につ

いてもマッチング・ギフト方式を適用し、

基金への寄付額と同額を繰り入れます。 

現在、全国 160の自治体で入れ歯リサイクル事業は導入されていますが、マッチング・ギフト方式を導入し

たのは綾瀬市が初めてです。入れ歯回収ボックスは市役所、福祉会館、綾北福祉会館、高齢者福祉会館に設置

してあります。なお、ご連絡いただければ回収に伺いますので、寄付の効果が倍増するこの制度に、皆さんの

ご協力をお願いいたします。 
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入れ歯を回収ボックスに寄付する方法 
① 入れ歯に熱湯をかけて消毒するか、入れ歯洗浄剤で洗浄してください。 

② 備え付けのビニール袋に入れ、回収ボックスに投入してください。   
入れ歯回収ボックス設置場所 

☆市役所(１階案内付近)       ℡70-5640     ☆福祉会館(深谷中 4-7-10)   ℡78-0806 

☆綾北福祉会館(寺尾中 1-3-22) ℡78-1735     ☆高齢者福祉会館(深谷 3838)   ℡76-2424 
  
〔お願い〕入れ歯以外にもクラウン、ブリッジ、インレーなど小さな義歯もお願いします。 

ただし、金属の付いていない入れ歯は回収できません。  



                        

                                       

 

 

  

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

の方々からの寄付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、新倉正治様、｢日本の青空｣上映実行委員会様（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。 

市民活動フェスタ 2009 出店団体募集！ 

市民活動フェスタ実行委員会では 3月 1日(日)10：00～17：00に行われる 

「市民活動フェスタ」の出店団体を募集しています。今回は、綾瀬青年会議所 

｢あやせの輪基金｣、神奈川県、県央映画社の協力を得て、｢崖の上のポニョ｣の 

チャリティ上映会を開催する予定で、多くの来場者を見込んでおります。 

活動の PRや自主財源の確保に最適の機会ですので、出店をご希望の場合は 

お早めにお申し込みください。※先着 15団体 

また、当日の受付や保安、“ゆるキャラ”キャストなどの 

ボランティアも募集しております。 

昨年(平成 20 年)の寄付金額 1,108,781 円 

 「パソコン講習会」＆「何でも相談」～IT ボランティアが活躍中～ 

市民活動センターあやせでは、団体支援の一環として、市民活動を行っている方を対象 

とした「パソコン講習会」と「パソコン何でも相談」を開催しております。 

講師は、現役時代にＳＥ(ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱ)として働いていた方や、大学でＣＧ(ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｸﾞ 

ﾗﾌｨｯｸ)を教えていた方、インターネットショップを経営している方、他市で市民向けパソ 

コン講習の講師をしている方など、その道のスペシャリストがボランティアで対応しています。 

これまでに、受けた相談は、ホームページのリニューアル、学校教材として活用するためのパワーポイ

ントの作成、ワープロ専用機で作成したデータの変換などの専門的なサポートから、ワード・エクセルの

基本操作方法、インターネット・Ｅメールの設定など初心者向きの相談にも対応しております。 

パソコン講習会の受講をきっかけにセンターに通うようになった方も多くいらっしゃいます。 

皆さんもぜひご活用ください。 

 

パソコン講習会（1 月） 

対象：市内で公益活動を行っている方(自治会、ＰＴＡ、子ども会、地区社協等の方もご利用ください。) 

定員：5 名程度   申込方法：開催 3 日前までに市民活動センターあやせへ 

講習会名 日 時 

エクセルを使ったパンフレット作り 

（三つ折りパンフレット等）2 回コース 

1/30(金)、2/6(金) 

18:00～21:00 

ネットで見るマイカレンダーの使い方 1/19(月) 

18:00～21:00 

 

パソコン何でも相談 （詳細はお問合わせください。） 

    月曜日 18:00～21:00      

金曜日  9:00～12:00、18:00～21:00  

 

 

おもちゃ病院の特別開院         

11月 2日(日)、12月 7日(日)に「おもちゃの病院あやせ」がダイエー 

綾瀬店(大上)３階綾瀬市情報コーナーで特別開院を行いました。店内広告

や館内放送などで聞きつけた方々が、おもちゃの患者さんを連れて訪れ、4

人のドクターも大忙しでした。修理の手際の良さにプロの技を 

感じるとともに、元気になったおもちゃを嬉しそうに抱え 

る親子の笑顔が輝いたひと時でした。 

（取材：運営委員 宮崎正義） 

 

〔今後の特別開院予定〕 

 1 月 11 日(日)、2 月 1 日(日)、3 月 1 日(日) 

13：00～15：00 

パソコンリフレッシュ講習会 

「エコまる」 

市民活動センター配架図書の紹介 

 センターに配架してある定期刊行物の中に「ＮＰＯマネジメント」 

という本があります。発行はＩＩＨＯＥ（人と組織と地球のための 

国際研究所）という一度では覚えられそうもない名称のＮＰＯ。 

でも内容は、日頃、私たちが悩んでいることがズバリと書かれて 

おり、毎号読むたびに「う～ん」と唸ってしまいます。 

特に、昨年発行の 56号と 57号は、「補助金申請書」と「プレゼ 

ンテーション」をテーマにしており、補助・交付金を獲得するポイント 

がぎっしり！ 

平成 21年度「きらめき補助金」申請を目指している団体は、必見です。 

（運営委員：小島 徹） 

綾瀬市情報コーナー（ダイエー綾瀬店）  

運営委員おすすめ情報 
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講座・イベント情報 
 

 
「紛争地域の医療にかかわる生き方」男女共同参画社会講演会 
フランス政府環境局、ルイ・ヴィトン社を経てＮＧＯの事務局長に転身したプリュン・エフテルさん 
を迎え、世界の医療団の活動とエフテルさんが活動にかかわるきっかけなどについての講演会。 
  日時：1月 13日(火) 15:00～16:30    場所：綾瀬市役所 ３階 315会議室 

  費用：無料    定員：50人(手話通訳・保育の必要な方は 1/9までに申込)         
問い合わせ先：市民活動センターあやせ  TEL・Fax 70-1232 

   
「六郷水門と野鳥公園で冬鳥の観察」 
 はるか北の大地からやってきた渡り鳥の観察とレンジャーの方々とのゲームなどを行います。    プリュン・エフテル氏 

日時：1月 25日(日) 10:00大田区六郷水門公園集合    
場所：大田区 六郷水門公園と野鳥公園 
対象・定員：小・中学生と保護者 30人（申込順）   参加費：１人 800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） 

   
「市民活動交流カフェ～団体活動でパソコンを活用してみませんか～」 
 午後のひととき、お茶とおいしいクッキーをいただきながら、ＩＴボランティアの支援事例を参考に、あなたの活
動について語り合い、新たな出会いを見つけませんか。 
日時：2月 7日(土) 13:30～15:30    
場所：中央公民館 3階 講習室  定員：30人   
参加費：300円（お茶・クッキー代） 主催・問い合わせ先：市民活動センターあやせ  TEL・Fax 70-1232 

   
「親子でソーセージ作りとたき火体験！」 
 手作りソーセージ作りにチャレンジし、焚き火で焼いて食べます。 

日時：2月 14日(土) 10:00吉岡地区センター集合     
場所：吉岡地区センター  対象・定員：小・中学生と保護者 15人（申込順）   
参加費：2,200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）     

「ネットワークだからこそできる環境のまちづくり ～あなたも私も住みたいまちに～」  
 環境のまちづくりをすすめるためにネットワークの大切さを国内外の豊富な先進事例をもとに学びます。 

日時：2月 14日(土) 14:00～16:00  講師：山田岳（ただすの森環境学習研究所 代表） 
場所：綾瀬市役所 ３階 315会議室  費用：無料 
主催・問い合わせ先：あやせ環境ネットワーク  ℡70-5620(綾瀬市役所環境保全課) 

 
 
 
「ひとみ座人形劇」   きらめき補助金交付事業  
 人形劇団ひとみ座による｢大工と鬼六｣、｢さやさやさや｣の上演。 

日時：2月 14日(土)10:30～11:30（受付開始 10:00）    
場所：松ヶ丘ナーサリー（寺尾中）   費用：1人 1,500円                 
主催・問い合わせ先：松ヶ丘ナーサリーまつぼっくり ℡78-2846（折原）          前回開催の様子  

 
 
 
「うた仲間ミニコンサート」   きらめき補助金交付事業  
 昨年 12月からはじまった少年少女合唱講座で練習を重ねてきた少年・少女たちの 
美しい歌声をお楽しみください。 
日時：３月 1日(日) 13:00～   
場所：綾瀬市文化会館小ホール   費用：無料 
主催・問い合わせ先：あやせキッズコーラス ℡78-7638（見上）又は ℡046-234-7760（岡本） 

 
 
 
 
 
 
市民活動センターあやせ運営委員会が機構を大幅に変更し第 2 期運営委員会として新たにスタート！ 
これまで 6 人だった公募委員を１6 人に増員し、事業部会と IT・広報部会の 2 部会制といたしました。 
事業と広報面の充実を目指し、委員一丸となってがんばりますのでよろしくお願いいたします。 
委員長 小島 徹  副委員長 脇 眞澄 

 事 業 部 会 会長 荒井多津雄、副部会長 重森義雄、本間洋子、宇井葉子、高橋元、竹内妙子、増井恭子、脇眞澄 
 IT・広報部会 会長 増田昌弘、副部会長 齋藤隆訓、菊池清美、伊藤正貴、宮崎正義、林志乃ぶ、渡貫トム子、小島徹  

 

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

中 

運営委員会を再編しました。 


