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11 月 28 日、中央公民館で市民活動センターあやせ利用 

団体交流会を開催しました。団体相互の交流を図り、市民活 

動の活発化と、協働のきっかけづくりを目的として企画した 

もので、3 年ぶり 2 回目の開催。 

笠間市長も駆けつけ、「日ごろの皆さんの活動に感謝すると 

ともに、このような交流の機会から、多くの協働が生まれ、 

さらに活動が広がっていくことを期待しています。」と応援の 

言葉をいただきました。 

今回は、交流カードゲーム（名刺交換）をはじめ、いずみ 

ハーモニカアンサンブルの演奏や有識者による「市史よもや 

ま話」など盛りだくさんの内容で、忘年会的な気軽な雰囲気 

も参加者加者からは好評でした。会場は、30 団体 99 人の 

方々の熱気であふれました。（運営委員 高橋 元） 

                      この事業は、多くの事業者の方々のご協賛により実現す 

                      ることができました。皆様に厚くお礼申し上げます。 

  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

11 月６日、姉妹都市の千葉県柏市で、綾瀬市と柏市の市民活動実践者 

の交流会を開催しました。 

「他市の市民活動の実態を知りたい！」というセンター利用者の意見を 

きっかけに、市内団体に協力を呼びかけ実現したものです。 

今回は、防災・防犯・国際・環境の４分野から 25 人の綾瀬市民がバス 

で柏市役所を訪れ、柏市の参加者 20 人と、互いの活動紹介や活動におけ 

る課題などについて意見交換を行いました。 

時間が足りなくなるほど活発な意見が飛び交い、参加者からは「他市の 

実態がわかり勉強になった。」、「市の規模にかかわらず、抱えている悩み 

は同じだった。」、「自分たちも見習って取り組みたい。」などの意見が寄せ 

られました。交流会後も連絡を取り合うなど、交流が続いている団体もあ 

り、実り多い事業となりました。（運営委員 脇 眞澄） 
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交流カードの内容を 

発表する参加者 

【ご協賛いただいた方々】 ありがとうございました！ 

サントリービバレッジ㈱神奈川綾瀬工場様 

エムケーチーズ㈱様、横浜乳業㈱様、㈲矢部商店様

㈱大久保商店様、みのるファーム様 ほか 

5 分間で相手を交代！交流カードゲーム 

笠間市長が応援に駆けつけ

てくださいました。 

【参加団体】ご協力ありがとうございました。 
防災 あやせ災害ボランティアネットワーク、上土棚自治会防災リーダー、綾西防災リーダー会             
防犯 小園６区自衛パトロール隊、大上地区社会福祉協議会、上土棚わいわいパトロール、綾瀬女性防犯会 
国際 AIFA あやせ国際友好協会、日本語教室ともしび、モニカの仲間、綾瀬国際交流の会 
環境 あやせ環境ネットワーク、NPO 法人ふるさと環境市民、長峰自然の森管理委員会 
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 9 月 24 日、市民活動センターあやせで、藤沢市民活動推進セン 

ター事務局長の手塚明美氏をお迎えして、「市民活動支援者のため 

の魅力的な事業の企画・運営」について講演をいただきました。 

市民活動センターあやせ運営委員をはじめ、センタースタッフや 

ボランティアなど 14 人が参加しました。 

神奈川県内には、現在 43 の市民活動支援センターがあり、行政 

の直営、行政から NPO への委託、NPO の直営など、さまざまな 

方法で運営されています。藤沢市のセンターは、NPO への委託方式 

(指定管理制度)をとっており、他の NPO 法人との競合により NPO 

法人藤沢市市民活動推進連絡会が運営を託された施設です。 

 民間運営であるため、常に経営を意識しながらサービスを提供す 

る姿勢が随所に感じ取られ、市民活動を担う者として身が引き締ま 

る思いがしました。 

特に「センターは、市民活動を行う者にとってとても大切な場所。 

その大切な場所だからこそ、行政に任せるのではなく、自分たちが 

本気で担いたい。」との言葉に感銘を受けました。 

ご紹介いただいた数々の事業や企画のポイントのうち、「クリス 

マス会」は、早速参考にさせていただき、「市民活動センターあや 

せ利用団体交流会」として 11 月 28 日に開催し、大成功を収める 

ことができました。         （運営委員 宇井 葉子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 月 10 日、あいかわ町民活動サポートセンターで、市民活 

動センターあやせ運営委員会とあいかわ町民活動サポートセンタ 

ー運営委員会の意見交換会を行いました。  

愛川町のセンターは、平成 19 年３月に開所した施設で、綾瀬 

市と同じ行政直営の公募市民で組織する運営委員会方式を採用し 

ている施設です。今回は、運営員委員など 10 人が訪問しました。 

旧消防署を活用したビルの１階にあるセンターは 77 ㎡。明る 

く、ゆとりのある空間や、きちんと整理された資料に、委員から 

思わず「素晴らしい！」との声が聞こえてきました。 

愛川町の委員の方々のお話を聞くなかで、利用者から「機材や 

設備が充実していて、とても助かる。」、「ありがたい存在。」、「頼 

りにしている。」という声をいただく一方で、「知名度の低さ」、 

「行政組織の弊害」、「スタッフ同士の情報共有」、「若年層をいか 

に取り込むか」、「委員が無償であるがゆえに抱える課題」など、 

私たちと共通の悩みがあることがわかりました。 

人口規模や最寄り駅から離れているなど、まちの形態や暮らし 

の悩みが似ていることや、開所年数が近いことも、課題が類似し 

ている原因かもしれません。今後の活動のよい刺激となりました。 

（運営委員 重森 義雄）  

明るく開放的な施設 

意見交換の様子 

講師の手塚氏 

質問する受講者 

研修会の様子 

[受講者の感想] 
☆NPO が行政と協働し、より良い市民サービスを提供するために、行

政という相手をよく知る必要性を感じました。講師の「型を知って型

を破る」というお話に、とても勇気が沸いた。 

☆事業を行なう上で、「あれも・これも」ではダメ！ 今後は、ターゲ

ットを絞り事業効果を上げる工夫をしていきたい。 

☆藤沢のセンターが多くの市民に愛されていること、並々ならぬ努力と

市民の底力を感じました。 



 

 
     
 市役所１Ｆホール（北側入り口付近）の展示スペースが利用できま

す。  

最大スペースは、横 450 ㎝×縦 180 ㎝です。 

記念事業の結果報告や市民への意見募集等にご活用ください。 

  

 
            
 
    
 市役所１Ｆホール（総合案内所正面）にデジタルサイネージが設置されました。  

デジタルサイネージとは、電子看板のことで、52 型の大画面で静止画像を映し出すことができます。 

団体の事業ＰＲや会員募集にご活用ください。 

  

 
                                
 
                  

パネル 4 枚と机１台を使ったイメージ 

利用条件 「市民活動センターあやせ登録団体」または、「きらめき補助

金交付事業」であること。 
   

ＰＲ時間 約 10 秒    利用期間 最大 1 カ月   費用 無料 
   
利用方法 パワーポイントで作成したデータ（ＵＳＢメモリー等）を情

報 

更新日の１０日前までに提出してください。なお、情報更新

日は月 2 回（おおむね 1 日と 15 日）です。 

      ※情報の作成方法等詳細は遠慮なくお問い合わせください。 

 

 
市民活動フェスタ実行委員会では 3 月 22 日(月)10：00～17：20 に文化会館で 

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｣や、県央映画社等の協力を得て、自閉症の青年を描いた｢ぼくは 

うみがみたくなりました｣と｢ドラえもん～のび太の人魚大海戦～（3 月全国ロードシ 

ョー 有料上映）｣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、 

出店を希望する団体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。        

       

今年は、映画ドラえもん

30 周年記念 

県警マスコット「ピーガルくん」も出演予定 

 

利用条件 「市民活動センターあやせ登録団体」または、「きらめき 

補助金交付事業」であること。 
   

利用期間 最大１４日   費用 無料   
   
利用方法 事業概要がわかるもの、展示レイアウト図等を持参のうえ、ご相談ください。 

 

デジタルサイネージ 

対象 市内で公益活動を行っている方(自治会,PTA,地区社協役員の方など） 

定員 各講習 8 人以内  費用 無料  会場 センター 

申込方法 2/3(水)から開催 3 日前までに、電話で申し込み 

講 習 名 開 催 日 

はじめてのパワーポイント 2/28(日)13:00～16:00 

ネットでデータ共有(Google ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ) 2/19(金)18:00～21:00 

  
  
IT 支援ボランティアが個人指導いたします。 

毎週金曜日 9:00～12:00、18:00～21:00 

 

中央公民館の協力で、センター登

録団体のチラシ・ポスターの公共

施設配付サービスを実施していま

す。 

センターに必要部数をお持ちいた

だければ、市内７か所(中村・早

園・吉岡・綾南・北の台地区セン

ター、 

寺尾いずみ・南部ふれあ 

い会館)への一斉配付が 

できます。 

ぜひご活用ください 



 

講座・イベント情報 
    

「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｢クルクルリンシャンポンポコリン｣、｢チコちゃん自転車に乗る｣｣の上演。 

日時：2月 6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）          
  

「ソーゼージづくりと焚き火体験」 きらめき補助金交付事業  
  日時：2 月 20 日(土)10:00～14:00  場所：吉岡地区センター前 対象:小中学生とその保護者 15

人    

費用：1人 2,200円 主催・問い合わせ先：地球チャイルド℡045-341-9441(松本）          
  
「あやせ国際フェスティバル」 

日本人は外国語で、外国人は日本語でのスピーチや、各国のダンスや歌の披露・文化の紹介など 

日時：2月 7日(日) 13:30～15:30  場所：文化会館小ホール    

費用：無料  主催・問い合わせ先：同実行委員会事務局 ℡0467-70-5640（市民協働課） 
 
「まつぼっくりマーケット」 

  フリーマーケットと華道展。ほっとできる憩いの場に来ませんか？ 

日時：2月 28日(日)10:00～15:00  場所：松ヶ丘ナーサリー（寺尾中）  
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） 

  
「環境講演会～身近な生きものからみた地球温暖化～」 
  神奈川大学理学部教授浜口哲一氏を迎え、身近な生きものを通して、地球温暖化について考えます。 

日時：2月 27日(土)14:00～16:00  場所：市役所 315会議室   定員・費用：100人・無料    
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） 

  
「精神保健講演会～クロス・アディクション～」きらめき補助金交付事業  

アルコール依存・ギャンブル依存・うつ・自殺・摂食障害等、それぞれの関係についての講演会 

日時：3月 7日(日)13:00～15:00  場所：綾瀬市立中央公民館 3階講堂 

定員・費用：100人・無料   講師：水澤 都加佐氏（アスク・ヒューマン・ケア研修相談センター）    

主催・問い合わせ先：矢崎断酒のつどい ℡77-1248(船倉) 
  
「生ゴミ講演会～みんなで取り組む家庭の生ごみ～」きらめき補助金交付事業  

生ごみ堆肥化の効果、微生物と土の関係、生ごみリサイクルなどエコライフについての講演会 

日時：3月 13日(日)13:30～16:00  場所：綾瀬市立中央公民館 3階講堂 

定員・費用：100人・無料    講師：福渡和子氏（生ごみリサイクル全国ネットワーク副理事長）    

主催・問い合わせ先：あやせ生(いき)ごみ隊 ℡77-2682(赤松) 
  
「春のクリーン大作戦～ココからはじまるエコ活動♪～」  

城山公園と周辺の清掃活動です。たくさんの応募をお待ちしています。 

日時：3月 13日(土)10:00～13:00  場所：城山公園時計広場  持ち物：軍手・タオルなど 

主催・問い合わせ先：ふれあい虹の会 Eメール ovo_0128@yahoo.co.jp  

または、℡70-1232(市民活動センターあやせ) 
 
「ハワイの高校生と交流－ 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 
  
「PAP ミュージックサマーフェスティバル イン アヤセ 出演団体募集」  

7 月 11 日(日)に文化会館小ホールで行う、市民企画のポップス＆パフォーマンスフェスティバルの出

演団体を募集しています。※楽器・ボーカルグループ、吹奏楽・ビッグバンドやダンス・パフォーマンスなど(ロック・パ

ンクジャンルは除きます。) 

申込期限：3月 31日(水)   参加費：1団体 5,000 円    

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 


