
あやせの市民活動をつなぐ情報紙

平成 2１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。事業資金の獲得に意欲のある団体は、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（市民活動センターあやせ、市役所市民協

働課、地区センターなどで配布しています。）」をご覧ください。

〔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 5/22

に発足した団体

昨年5/22以前に

発足した団体

昨年5/２２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

交付回数の上限 1 団体 1 回 1 事業 3 回 1 事業 5 回

〔申請期間〕
募集期間 ４月 1６日（木）～5 月２２日（金） 申請書類提出先 市民活動センターあやせ

〔制度説明会・相談会〕 ※ご相談は、随時受け付けています。

日 時 間 会 場

4/25(土)
18:00～20:00

南部ふれあい会館（上土棚南 1-5-10）

4/26(日) 寺尾いずみ会館（寺尾台 3-6-25）

〔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 2７日（土）10:30～17:00（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 11 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 31 日（日） 13:00～17:00 場 所 市役所３１５会議室
[報告団体一覧]

あやせ生ごみ隊 おもちゃの病院あやせ

小園パトロックズ あやせ災害ボランティアネットワーク

矢崎断酒のつどい あやせキッズコーラス

松ヶ丘ナーサリーまつぼっくり 日本語教室「ともしび」

NPO 法人ふるさと環境市民 綾瀬市手をつなぐ育成会

ＡＩＦＡあやせ国際友好協会

きらめき
第 11 号（平成 21 年 4 月）

編集・発行

市民活動センターあやせ運営委員会
〒252-1103 綾瀬市深谷 3838 番地

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



3 月 1 日（日）文化会館と中央公民館で市民活動フェスタ 2009 を開催しました。「多くの人に市民活動を

知ってほしい」と願う公募市民 22 人が、昨年 10 月に実行委員会を組織して準備をすすめてきたもので、今

回で 2 回目。市民活動団体の活動紹介や自主製作品の販売をはじめ、チャリティ映画会、市民協働講演会・鼎

談が行われ会場は 1,000 人以上の方々で賑わいました。

「いま、市民協働の時代」
～真に豊かで魅力と活力あふれる地域社会の実現～

「市民協働によるまちづくり」が注目されている社会的背景と地域や

市民活動の役割を知り、住民が元気に・いきいきと暮らせる“これか

らの あやせ”を参加者と一緒に考えるために、神奈川大学経営学

部 松岡紀雄教授を招き、講演会を開催しました。「これまで社会か

ら“変な人”と言われた人達が新たな道を切り開き、社会を変えてきた。ここに集う“変な人”が日本の危機を救

う。」、「これからの人生は、会社と地域での“二所懸命”な生き方が必要。」など、力強い講演に、会場に集まった

70 人の参加者が大きくうなずく姿が印象的でした。

講演会の後に行われた鼎談では、松岡教授から「志民（しみん）の勇気」、近藤作司委員長（市民活動推進委員

会）から「理解と信頼」、笠間市長から「郷土愛」、という市民協働のキーワードが発表され、会場からは大きな拍手

が贈られました。（フェスタ実行委員 脇 真澄）

市民活動を行う 20 団体が集まり、文化会館ロビー・ホワイエにブースを

設置。活動紹介をはじめ、ストーンペインティング・カメラ撮影・

パソコン操作などの体験会やアクセサリー・手作りみそ・パン・クッキ

ーなどの自主製作品販売、クイズラリーなどが行われました。

「崖の上のポニョ」優先鑑賞券の配布に参加者をお待たせしてしまう場

面もありましたが、多くの方々に活動を知っていただけることができました。

応援に駆けつけてくれた「サイバンインコ」、「エコまる」、「コマメちゃん」は

子どもたちに大人気で、会場内を大いに盛り上げてくれました。

この事業は、綾瀬青年会議所や映画上映会社の協力により実現できたものです。チャリティ映画会に寄せられた

市民の寄付金額は、６万円で市民活動推進基金に寄付させていただきました。ご協力いただいた方々にこの場を

お借りしてお礼申し上げます。（フェスタ実行委員長 小島 徹）

《参加者の感想（抜粋）》
・とてもよくわかった。こういう話が聞きたかった。今までボ

ランティアの気持ちで色々参加してきたことをこれからも続
けようと思う。

・「変な人」、「二所懸命」、「他の行政の事例」等に感銘を受けま
した。

・私は自治会活動に力を注いでおり、「郷土愛」のキーワードは
ぴったりで嬉しかったです。生き生きとした生活を送るため
にも、自分のできることをしっかりやっていきたいです。

・今日の講演内容に強く共感しました。私たちはこれからも「郷
土愛溢れる地域(まち)の創造」のために活動していきます。

受講者と講師が一体になった講演会

松岡教授 近藤委員長 笠間市長

多くの人で賑わった会場

ストーンペインティング体験（地球チャイルド）

エコまる

サイバンインコ

クイズラリーで団体ブースをまわりました。



知ってますか？

センターで利用できる便利な機材
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・Ａ２幅 １０㎝ １0 円

９１５㎜幅 １０㎝ 15 円

書画カメラ付プロジェクター

照度 3,000 ルーメンで、照明を消さなくても画像が

はっきり見えます。講演会や研修

会での必須アイテムです。

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支援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（増田さん）

日曜日 13:00～16:00（材木さん）

※センター事業等で利用できない

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。

平成 17 年 7 月のオープン以来、徐々に利用者が増加し、最近は

ＩＴ支援ボランティアの協力による市民活動パソコン講習会などの主催

事業も充実。いつも人で賑うセンターになってきました。

ますます便利で魅力的なセンターを目指し、運営委員及びスタッフ

一同がんばります。（運営委員会委員長 小島 徹）

《平成 20 年度利用状況報告》

機器等利用登録団体数：107 団体

センター利用者数：6,276 人（午前 2,043 人 午後 2,465 人 夜間 1,768 人）

印刷件数：516 件

相談件数：181 件

情報提供：416 件

《事業報告》

市民活動交流カフェ ： ３回 参加者 53 人

市民活動フェスタ ： １回 参加者 1,100 人

市民活動パソコン講習会： ４８回 参加者 218 人

パソコン何でも相談 :117 回 支援件数 92 件

ダイエー綾瀬店綾瀬市情報コーナー活用事業

（おもちゃ病院特別開院）： ５回 参加者 100 人

情報紙「きらめき」発行 ： ３回

市民活動パソコン講習会

市民活動交流カフェ

ダイエー綾瀬店(大上) 3 階 綾瀬市情報コーナーで市民

向けイベント(展示会・体験教室など)を開催してくださ

る団体を募集しています。

詳しくは、センタースタッフにご相談ください。

※おもちゃ病院特別開院予定

5/3(日)、6/7(日)、7/5(日)、8/2(日) 13:00～15:00



「自分探し 仲間づくり相談会」

3 月 8日（日）、海老名市中

央公民館と総合福祉会館で、

シニア・団塊世代向けの「自分

探し・仲間づくり相談会」が開

催されました。会館内に作られ

た７会場を使って８６サークル

がそれぞれのブースに訪れた人達を熱心に勧誘していまし

た。 たまたま立ち寄った「じゃおの会」は入会資格が「おや

じ」だけと言う会で、海老名市域外の市民にも参加を呼び掛

けてサイクリング、写生会等、何でもありのイベントには女性も

参加を認めて楽しい仲間づくりに成功しているようでした。シ

ニア・団塊の世代に的を絞って市民の生きがいを見つける手

助けをしようとするこのようなユニークな企画は綾瀬市の市民

活動の今後にも参考になるのではないかと感じたひと時でし

た。 （運営委員 宮崎正義）

きらめき補助金交付事業

「ひとみ座幼児劇場ワークショップ」

３月８日(日)松ヶ丘ナーサリーまつぼっくり（寺尾中）でワー

クショップ（ペープサート教室）が行われました。会場は 40 名

程の親子が集まり、ひとみ座人形劇団 石原ひとみさんの指

導で、参加者は創意工夫を凝らしたペープサートの人形を

作って、お互い披露し合い、劇の実演を行いました。

参加者は、とても良い思い出になったことでしょう。

笑顔があふれるとても楽しい時間でした。

（運営委員 林 志乃ぶ）

きらめき補助金交付事業

「生ごみ堆肥化講演会」

３月 14 日(土)中央公民館で

「生ごみ堆肥化講演会」が行

われました。会場では、講師

の NPO法人有機農産物普及・

堆肥化推進協会 会田節子事務局長から、堆肥化の効果を

はじめ、生ゴミ堆肥の作り方のポイントをわかりやすく説明さ

れていました。参加者 70 人の方々は、真剣な表情で講演を

聞くとともに、多くの質問が寄せられていました。二酸化炭素

排出量削減のため、自分ができることは何かを真剣に考えさ

せられました。（運営委員 渡貫 トム子）

《センターからのお願い》

市民活動センターあやせでは、今後のセンター運営を検

討するために登録団体を対象としたアンケートを実施いたし

ます。年度始めの忙しい中皆様にはご迷惑をおかけいたしま

すが、ご協力くださるようお願いいたします。

《市民活動パソコン講習会 5月分のお知らせ》
申込み受付開始 5 月 2 日（土）
※詳細はセンターにお問い合わせください。

テ ー マ 日 時

ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ作成のためのﾃﾞｼﾞｶﾒ

写真の修正（2 回コース）

5/29(金)、6/5（金）

18:00～21：00

こんなに便利！

エクセル会員名簿

5/15（金）

18:00～21：00

講座・イベント情報
「まつぼっくりマーケット（フリーマーケット）」

フリーマーケットをはじめ、本格的手作りケーキカフェ、ピアノ生演奏など。遊びにいらしてください！

日時：4 月 26 日 (毎月第 4 日曜日にやってます) 10:00～15:00 ※60 歳以上の方はケーキカフェ無料

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

「サツマイモの苗をいっしょに植えませんか！」

小さな苗からサツマイモがとれるなんて！秋の収穫の喜びが 2 倍・3 倍に♪

日時：４月 29 日(水) 15:00～16:00 場所：吉岡の地球チャイルド畑 参加費：無料

主催：地球チャイルド ℡090-8563-9198(松本) ※雨天中止

「お茶摘みと沢遊び体験！」

丹沢の麓でお茶の手摘みにチャレンジ！わさび田でサワガニ取りも体験できます♪

日時：5 月 9 日(土) 10:00～15:00 場所：小田急秦野駅南口 参加費：2,000 円

主催：地球チャイルド ℡090-8563-9198(松本) ※雨天は 10 日(日)に延期

「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 10 日(日) 9:00～11:30 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)

活動情報募集中


