
あやせの市民活動をつなぐ情報紙 
  
 
 

ＩＴ支援ボランティアの方々の協力により、センターホームページをリニューアルしました。 

団体主催事業の掲載機能を強化するとともに、団体情報の本棚を設けました。  

お気に入りの団体を楽しみながら探してみてください。 
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    募集チラシを作ったら、センタースタッフにお渡し下さい。 
センターホームページに掲載します。 
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きらめききらめききらめききらめき    
第 12 号（平成 21 年 9 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 

本棚をイメージした団体一覧 

パソコン講習会は、公益活動を行っている団体をＩＴ面で支援するもので、市民活動センターあやせ登録

団体をはじめ、自治会、ＰＴＡ、子ども会育成会、地区社会福祉協議会などで活動を行っている方を対象

としています。パソコン操作でお困りの方は是非ご利用ください。 

定員：各回５名  参加費：無料  使用ＯＳ：ウインドウズビスタ 

※パソコンの持ち込みも受け付けますので詳細はお問い合わせください。 

 ９月分　　好評受付中 １０月分　受付開始：10/2(金)
NO 講　習　会　名 日　時 NO 講　習　会　名 日　時

1
はじめてのエクセル
（初級　2回コース）

9/11(金)、25(金)
18:00～21:00

1
はじめての
インターネット閲覧（初心者）

10/16(金)
18:00～21:00

2 音声・音楽の取込み（中級）
9/12(土)
18:00～21:00

2 ポスタープリンターでつくる看板（中級）
10/17(土)
13:00～16:00

3
無料でつくる団体のホームページ
（初級　2回コース）

10/24(土)、31(土)
13:00～16:00毎週 金曜日 9：00～12：00 

       18：00～21：00  
      日曜日 13：00～16：00 



 

（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） 

                                    見て聞いて食べて納得！見て聞いて食べて納得！見て聞いて食べて納得！見て聞いて食べて納得！    

                    実践・食育講座実践・食育講座実践・食育講座実践・食育講座    
          ママ応援サロン ecubo 

１０万円   ８ 票  食育講座開催費 

平成 21 年度市民活動応援補助金 

 

 

 

補助金総額 １,６７４,０００円 

事業費総額 ２,７８０,０００円 

公開プレゼンテーションの様子 

６月 2７日(土)市役所において、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が開催されました。応募した団体

は熱意あふれる発表で事業を PR し、選考の結果、次の９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

い内容は「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。 

（既に活動している団体の活動を 

一層充実・発展するための支援） 

生ごみの堆肥化と有効利用の推進生ごみの堆肥化と有効利用の推進生ごみの堆肥化と有効利用の推進生ごみの堆肥化と有効利用の推進    

       あやせ生
イキ

ごみ隊
タイ

  （ ５ 票 ） 

        ２０万円 生ごみ堆肥化資材・講演会講師謝礼 

フェニックス少年合唱団員とフェニックス少年合唱団員とフェニックス少年合唱団員とフェニックス少年合唱団員と    

綾瀬市民との交流綾瀬市民との交流綾瀬市民との交流綾瀬市民との交流    

あやせホームステイの会 （ 4 票 ） 

 ２０万円 交流会費用 ホストファミリー謝礼 
    

精神保健福祉普及啓発事業精神保健福祉普及啓発事業精神保健福祉普及啓発事業精神保健福祉普及啓発事業        

「精神疾患の理解」「精神疾患の理解」「精神疾患の理解」「精神疾患の理解」    

ＮＰＯ法人綾瀬あがむの会 （ ４ 票 ） 

２０万円 講演会開催 支援機関 PR 物品購入費 

断酒啓発・促進事業断酒啓発・促進事業断酒啓発・促進事業断酒啓発・促進事業    
矢崎断酒のつどい 

（ ５ 票 ） 

１７．４万円 講演会講師謝礼・パンフレット作成 

    
大人も子供も心を動かす体験をしよう大人も子供も心を動かす体験をしよう大人も子供も心を動かす体験をしよう大人も子供も心を動かす体験をしよう    

松ヶ丘ナーサリーまつぼっくり 

（ ４ 票 ） 

２０万円 人形劇・コンサート上演 

あやせいいとこ再発見あやせいいとこ再発見あやせいいとこ再発見あやせいいとこ再発見    ふるさとの宝カルタふるさとの宝カルタふるさとの宝カルタふるさとの宝カルタ    

NPO 法人ふるさと環境市民 （ ６ 票 ） 

２０万円  
絵札製作謝礼 印刷、紙代 

    
私たちが主役！私たちが主役！私たちが主役！私たちが主役！    

障害者のための音楽祭Ⅲ障害者のための音楽祭Ⅲ障害者のための音楽祭Ⅲ障害者のための音楽祭Ⅲ    

手をつなぐ育成会  （ ５ 票 ） 

    ２０万円 文化会館使用料 出演団体派遣費用 

里山と川の自然体験教室里山と川の自然体験教室里山と川の自然体験教室里山と川の自然体験教室    

バージョンバージョンバージョンバージョン３３３３    

地球チャイルド （ 4 票 ） 

２０万円 講師謝礼 機械レンタル 機材・農機具代 

 

【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)以上の獲得した事業が補助金交付対象です。 

いぶき 

はばたき 

公開選考会（投票）の様子 

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附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。 

平成２１年１月から９月までの寄附金額 574,095574,095574,095574,095 円円円円 

綾瀬ロータリークラブ様、ガレージショップあやせ様（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。 



 

 
 

県教育委員会では、高校生のボランティア参加促進のために、生徒全員に

ボランティアパスポートを配布しています。市民活動センターあやせは、ボ

ランティア活動支援機関として、ボランティアエアポートの指定を受けてお

り、今年度から市内ＮＰＯ(法人の有無にかかわらない非営利活動組織)への

高校生ボランティアの派遣を開始いたしました。今回、夏休み期間中に協力

いただいた団体は９団体。広報あやせで参加者を募集したところ２２人の生

徒からの申し込みがありました。受け入れに際し、体験メニューの企画や体

制づくりに苦労した団体もありましたが、受け入れた結果、｢ボランティアっ

て結構面白い！｣、｢また次回もやりたい！｣など参加者からは好評でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 
    
センターでは、シニア・団塊世代向けボランティア育成のために、中央公民館主催『市民スクール』に参画

し、６月、７月にボランティア体験事業を行ないました。活動紹介だけでは、なかなか参加に踏み切れない方

が多いことから、受講者３０人にＮＰＯの活動に実際に加わってもらおうと企画したものです。 

『昔取った杵柄』で腕を振るい、ありがたい助っ人の登場に主催者側も実り多い事業だったようです。 

（運営委員 高橋元） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソーラークッカーづくり教室 

防犯パトロール体験 

生ゴミ堆肥化試験場整備 

冒険遊び場遊具の整備 

ごごごご協力協力協力協力いただいたいただいたいただいたいただいた団体団体団体団体    
・地球チャイルド（親子藍染教室） 

・小園 6 区防犯パトロール隊（防犯パトロール） 

・おもちゃの病院あやせ（おもちゃドクター） 

・あやせ生ごみ隊（生ゴミ堆肥化試験場整備） 

・子育てサロンあひるくらぶ（親子サロン保育） 

・NPO 法人ふるさと環境市民（ソーラークッカーづくり教室） 

・綾瀬市文化会館自主事業協会（ミュージカル会場整理） 

・ライフスタイルを考える会（戦争体験イベント） 

・ドリームプレイウッズ管理委員会（冒険遊び場の遊具整備） 

《参加者の感想抜粋》 
・やりがいがありました。毎日通っている学校の近くで、空巣被害があるなんて知らなか

ったのですごく驚きました。 

・農業が意外と楽しいことがわかった。いろいろな話が聞けて良かった。生ゴミを堆肥化

することなんてすごいと思った。生ゴミを堆肥化することによって温暖化を少しでも減

らせることが分かった。 

・子供達とふれあう機会がなかったので近い距離で接することができてとてもよい経験に

なりました。 

・舞台裏では、照明、舞台、音響があったこと・キャットウォーク・音響室、照明室に入

れたこと・舞台裏ではとっても大変なことをしている。 

・子供達ととても近くで作業のお手伝いができたのでとてもおもしろかったです。また、

ソーラークッカーの存在を知ることで環境保全への意識が高まりました。 

親子田植え教室 

シイタケ栽培所整備 

親子サロンの保育 

ごごごご協力協力協力協力いただいたいただいたいただいたいただいた団体団体団体団体    
・地球チャイルド（親子田植え教室） 

・あやせ災害ボランティアネットワーク（災害対応訓練） 

・長峰の森管理委員会（シイタケ栽培所整備） 

・おもちゃの病院あやせ（おもちゃドクター） 

・綾瀬城山ほたる保存会（ホタルガイド） 

・NPO 法人ﾜｰｶｰｽﾞ・ｺﾚｸﾃｨﾌﾞすきっぷ（福祉移送ｻｰﾋﾞｽ） 

・NPO 法人ふるさと環境市民（小学校での環境教室） 

・子育てサロンあひるくらぶ（親子サロンの保育） 

《参加者の感想抜粋》 
・今回数十年ぶりにホタルを監察できた感激的な夜を地元綾瀬で体験でき素晴らしい夜でした。 

・人の役に立つという貴重な仕事を見学させていただきありがとうございました。 

時間に余裕が出来たら、是非参加させてもらおうと思います。 

・ともに支え合い、子供達と綾瀬市の環境に対し学び合えた事が、とても有難く、又、楽しかっ

たです。 

・幼児相手なので、大変かなと思っていたのですが、素直な子供さんばかりなので楽しく体験で

きました。 



    

講座・イベント情報 
        

「「「「初心者向初心者向初心者向初心者向けけけけ写写写写真教室真教室真教室真教室～プロの先生に学ぼう～」」」」 
  日時：9月 14 日、10月 12 日、11 月 2 日、12月 21 日（各月曜日）、13:00～15:00     
場所：中央公民館   費用：無料    主催・問い合わせ先：写彩あやせ・TEL0467-77-4590（小田）  

        
「「「「環境体験学習会環境体験学習会環境体験学習会環境体験学習会～自然とふれあうネイチャーゲーム～」」」」 

日時：9月 12日(土) 9：30～12：00  場所：城山公園（雨天の場合はリサイクルプラザ） 
対象・定員：小学生以上 20 人（小学 4年生以下保護者同伴）   参加費：無料 
主催・問い合わせ先：あやせ環境ネットワーク ℡0467-70-5620(綾瀬市役所環境政策課） 

        
「「「「市民活動市民活動市民活動市民活動フェスタフェスタフェスタフェスタ 2010201020102010 実行委員会実行委員会実行委員会実行委員会のののの募集募集募集募集」」」」 
 H22 年 1 月または 3 月に開催予定の市民活動フェスタ（映画会、市民活動団体展示・発表）を企画・運営する委員
を募集します。 
応募方法：9月 14日(月)までに市民活動センターあやせ（℡0467-70-1232）に電話又は直接  

        
「「「「ランチサロン・ゆうランチサロン・ゆうランチサロン・ゆうランチサロン・ゆう」」」」 
 精神保健ボランティア「グループ・ゆう」によるランチサロン。みんなで一緒に冷やし中華をつくります。 

日時：9月 13日(日) 11：00～15：00   場所：綾瀬市福祉会館 
参加費：200 円   問い合わせ先：℡0467-70-3210（あやせボランティアセンター） 

        
「「「「地域地域地域地域でででで共共共共にににに生生生生きるきるきるきる－－－－統合失調症統合失調症統合失調症統合失調症をををを理解理解理解理解するするするする－－－－    シンポジウム＆講演会」」」」きらめき補助金交付事業        

日時：9月 19日(土)13:30～15:30（受付開始 13:00）  場所：綾瀬市立中央公民館 3 階講堂 
費用：無料    講師：白石弘巳（東洋大学ライフデザイン学部教授）    
主催・問い合わせ先：NPO 法人綾瀬あがむの会 ℡70-7282    

        
「「「「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～市民活動支援者のための魅力のある事業企画と運営～」」」」 
 先進市の市民活動サポートセンターの事業企画と運営方法を学びます。 

日時：9月 24日(木) 13:30～15:30   場所：市民活動センターあやせ   定員：20人   
参加費：300 円（お茶・クッキー代） 講師：藤沢市市民活動推進センター 理事・事務局長 手塚明美 
主催・問い合わせ先：市民活動センターあやせ TEL・Fax 0467-70-1232 
  

「「「「サツマイモサツマイモサツマイモサツマイモ収穫体験収穫体験収穫体験収穫体験とととと焚焚焚焚きききき火火火火でででで焼焼焼焼きイモきイモきイモきイモ！」！」！」！」きらめき補助金交付事業 
日時：9月 27日(日) 10:30～14:00  場所：吉岡の地球チャイルド畑   
対象・定員：小・中学生と保護者 30 人（申込順）   
参加費：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） 

        
「「「「ふるさとのふるさとのふるさとのふるさとの宝宝宝宝カルタカルタカルタカルタ読読読読みみみみ札札札札のののの募集募集募集募集」」」」きらめき補助金交付事業 
 綾瀬市内の大切な場所やものについてのカルタを作成するために５・７・５の文章を募集します。（プロの作家が読
み札に合わせた絵札を作成します。） 
応募方法：9月 30日(水)までに市内公共施設にある応募用紙に記入し、市民活動センターあやせにある応募箱に

投函してください。採用された方には、絵札の原画を差し上げます。 
対象・定員：綾瀬市在住・在学・在勤者（何点でも提出可能ですが、本人の作品で未発表のものに限ります）   
 主催・問い合わせ先：NPO 法人ふるさと環境市民 ℡090-4021-4184（安藤） 

  
「「「「秋秋秋秋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～城山公園内と周辺のクリーン活動～」」」」        

日時：10月 3日(土) 10:00～13:00  場所：城山公園   
主催・問い合わせ先：ふれあい虹の会 ℡0467-70-1232（市民活動センターあやせ） 

 
 

「「「「アルコールアルコールアルコールアルコール依存症依存症依存症依存症のののの急性期急性期急性期急性期とととと回復回復回復回復～精神科の病について～」」」」きらめき補助金交付事業        
日時：10月 4日(日) 18:30～20:30   場所：綾瀬市立南部ふれあい会館   費用：無料 
主催・問い合わせ先：矢崎断酒のつどい ℡0467-77-1248（船倉） 

 
 

「「「「稲刈稲刈稲刈稲刈りりりり体験体験体験体験とおとおとおとお餅餅餅餅つきつきつきつき！」！」！」！」きらめき補助金交付事業 
日時：10月 11 日(日) 10:00～15:00  場所：早川の地球チャイルド田んぼ  
対象・定員：小・中学生と保護者 30 人（申込順）   
参加費：2,000 円（保険代・お米送付代） 主催・問い合わせ先：地球チャイルド ℡090-8563-9198（松本） 

 
 

「「「「防災防災防災防災フェスタフェスタフェスタフェスタ６６６６    避難所宿泊訓練避難所宿泊訓練避難所宿泊訓練避難所宿泊訓練～体育館でのお泊まり体験！～」」」」 
日時：10 月 31 日(土) 15:00～11 月 1 日(日)9:00  場所：綾瀬小学校体育館  参加費：500 円(子ども 300 円）   
主催・問い合わせ先：あやせ災害ボランティアネットワーク ℡0467-70-3210(あやせボランティアセンター） 

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
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