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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  ayasenposc@gmail.com 
ホームページ  

市民活動センターあやせ   検索 
休館日 毎週火･第３水曜日、年末･年始 

あやせあやせあやせあやせ生生生生きごみきごみきごみきごみ隊隊隊隊    
（（（（8888月月月月 9999日日日日））））    

小園小園小園小園 6666区自衛区自衛区自衛区自衛パトロールパトロールパトロールパトロール隊隊隊隊    
（（（（8888月月月月 6666日日日日））））    

地球地球地球地球チャイルドチャイルドチャイルドチャイルド（（（（8888月月月月 22222222日日日日））））    

ドリームプレイウッズドリームプレイウッズドリームプレイウッズドリームプレイウッズ管理運営管理運営管理運営管理運営

委員会委員会委員会委員会（（（（8888月月月月 20202020日日日日））））    

NPONPONPONPO法人法人法人法人ふるさとふるさとふるさとふるさと環境市民環境市民環境市民環境市民    
（（（（7777月月月月 23232323日日日日））））    いきいきいきいきいきいきいきいきパソパソパソパソ支援支援支援支援ネットネットネットネット    

（（（（8888月月月月 23232323日日日日、、、、25252525日日日日））））    

ちくちくのちくちくのちくちくのちくちくの会会会会    
（（（（8888月月月月 22222222日日日日））））    

あやせあやせあやせあやせ災害災害災害災害ボランティアネットワークボランティアネットワークボランティアネットワークボランティアネットワーク    
（（（（8888月月月月 16161616日日日日））））    

エンジェルハーモニーエンジェルハーモニーエンジェルハーモニーエンジェルハーモニー（（（（8888月月月月 8888日日日日））））    

徹底したパトロ

ールに驚き！ 
なんて環境に

優しいんだろ

素晴らしい手作り

冒険ランドだ！ 

すてきな藍染めの体験ができ

ました 

合唱ｺﾝｻｰ

ﾄも聞か

せてもら

いました 

災害の怖さを再認識しました 

僕も勉強になっています 

手軽にソーラークッカー

が出来るなんて驚きだ！ 

お裁縫で作った物が子ど

も達の笑顔につながるな

んてとても素敵です 
 

九つのボランティアさんにご協力を頂き 18 人(高校生 13 人,一般 5 人)の参加者が思い出に残る体験をしました！ 



   

第 12 回市民活動交流カフェを開催しました。 

9月 5日中央公民館で『交流を深め、活動のヒントを見つけてみませんか！』をテーマに、市民活動交流

カフェを開催しました。会員数の少ない団体が抱える悩みを話し合い、協働のきっかけづくりを行うために

企画したもので、8団体 19名の参加がありました。 

 第 1部は基調講演として、「新住民だから分かる綾瀬の良さ」を「麻の葉」代表石井麻理さんから、熱く

語って頂きました。第 2 部は、参加者同士で意見交換を行い、互いの活動内容や、困っていること、これ

からやりたいこと等について活発な意見交換がなされました。 

（運営委員：竹内） 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

彩綾祭・青綾祭に行ってきました。 
 
 センターでは、綾瀬高校（9月 11日）・綾瀬西高校（9月 12日） 

で開催された文化祭に出店し、｢秋のチャレンジボランティア体験｣の 

PR 活動を行いました。 

両校とも趣向を凝らした出店・パフォーマンス等を展開し活気にあふ 

れる中、多くの生徒達が通る好条件のスペースを提供していただき、 

啓発グッズの抽選会には、沢山の生徒が集まり、大盛況でした。 

 「最近の高校生は～」と巷（ちまた）でささやかれる若者像とは大 

きく異なる生徒達の礼儀正しさと親しみのある姿に、参加した運営委 

員・スタッフともども感心するとともに、ジェネレーションギャップ 

を乗り越える元気をもらいました。 （運営委員：脇） 

 

 

 
            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

委員長 小島 徹   副委員長  脇 眞澄 

事 業 部 会 広報・ＩＴ部会 

部 会 長  椎名 浩 

副部会長 星原和弘 
 
脇 眞澄、増井恭子、

重森義雄、渡會明子、

宇井洋子、本間洋子、

竹内妙子、田畑照子、

羽渕完俊 

部 会 長 近藤秀敏 

副部会長 林志乃ぶ 
 
葦原喜人、小島 徹、

馬場正勝、渡貫ﾄﾑ子、

伊藤正貴、齋藤隆訓 

 

 

≪参加者からの一言≫ 

・活動がいろいろあり、それぞれ頑張っていることがわかりました。 

・情報交換が出来る場所は大切だと思いました。 

・市民活動に関わっている方々の心意気が、もっと市民に伝わればいいな 

と感じます。 

・共通する課題があったので、コラボができたら大きな成果を得られそう。 

今後チャレンジしてみたい。 

 

 

NPO 法人での実務経験者をはじめ、 

地区社会福祉協議会や自治会などの地域活動実践

者 5 人が加わり、公募市民の委員は 19 人になり

ました。 

更なる市民活動の活発化を目指し、委員一同が

んばります！ 

 

事業の企画・運営をはじめ、情報紙の発行などセンターの運営は、公募で集まった市民ボランティアにより行われていなす。【委員募集中！】 
 



 

      

 

『麻の葉』「どさんど法」食べ物塾に参加して 

『どさんどほう（土産土法）』は初めて聞く言葉ですが、麻の葉の代

表の石井麻里さんによると、「その土地の物をその土地の空気にふれ

その土地の人の調理法で食べる」ことのようです。これこそがその土

地に暮らす人々の体に合う食べ方で、季節ごとの「食べ物」を皆さん

と一緒に学んでゆきたいとの主旨で『食べ物塾』を中央公民館で毎月

開催されています。 

9 月 18 日（土）のメニューは、秋の押し寿司、梨のみぞれ和え等

で、材料は地元で採れた野菜、果物、調味料（バラ酢）を使っていま

した。バラ酢を利用した和えものがとても美味しかった！またお料理を作る前に、地元

農園業の方が綾瀬産の果実の話をして下さいました。興味をお持ちの方、次回参加して

みませんか？ （運営委員：林） 

(連絡先：石井 090-1500-0800)  

 
 

 
     

 

 
 
9月 11日（土）、綾瀬市手をつなぐ育成会主催の『障害者のためのカヌー体

験教室』を寒川町営プールに訪ねてきました。 
当日はとても暑い日でしたが、参加者 11 人は、（社）日本カヌー連盟公認

指導員によるマンツーマン指導のもと、初めてのカヌーに挑戦しました。最

初は緊張した表情でしたがカリキュラムが進むにつれて笑顔に変わり、プールから上がらずに興じるほどで

した。 
 終了時にはサポート無しで漕げたりバックで乗船口にボートを寄せたりと、

わずか 2 時間で体得してしまったのには、感動しました。参加者から“また

参加したいです！”との声があがり好評でした。さすがにお疲れの様子でし

たが、弾けるような皆さんの笑顔に、同席のきらめき補助金選考委員長近藤

氏とカヌークラブの諏訪氏は、「この笑顔をみるとやった甲斐があります

よ！」と満足そうでした。 （運営委員：渡貫） 

 

 

 

 
                   
 
 

 

 

 

 
  

対象：市内で公益活動を行っている方（自治会,PTA,地区社協役員の方等） 

定員：各講習 5人以内 費用：無料  

会場：市民活動センターあやせ 

申込方法 11/2(火)から開催 3日前までに、 

<市民活動センターあやせ>☎70-1232 

講 習 名 開 催 日 

ホームページビルダー 

アッと驚く小技 

11/22（月）18:00～21:00 

知って得するインターネット 11/26（金）18:00～21:00 

 

１０１０１０１０月月月月３１３１３１３１日現在日現在日現在日現在センターセンターセンターセンター登録団体登録団体登録団体登録団体    
登録団体総数  １２６団体 
新規登録団体数   ３団体 
（８月～１０月） 

IT支援ボランティアが 
個人指導いたします。 
毎月最終土曜日 

13：00～15：00 
※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。 

綾瀬市手をつなぐ育成会 

麻 の 葉 

 

問合せ先：☎70-1232 
<市民活動センターあやせ> 



    

講座・イベント情報 
                

「「「「さつまいもづくしさつまいもづくしさつまいもづくしさつまいもづくしフェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル」」」」        
秋の味覚を語ろう おしゃべり、カラオケ♪で楽しんでいただきたいです。 

日時：11月 7日（日）11:00～15:00   食事（12:30～14:00）のみの参加も歓迎。 

場所：綾瀬市福祉会館 参加費 200 円 持ち物：エプロン、三角巾（バンダナ）、手拭きタオル 

主催・問合せ先：ぐるーぷ・ゆう（精神保健福祉ボランティア） ☎70-3210（綾瀬市福祉会館） 

「「「「化石採取体験化石採取体験化石採取体験化石採取体験」」」」    
化石を自分の手で掘り出します！ ♪～600 万年前の潮干狩！～♪ 

日時：11月 7日（日）雨天時は翌週の 11 月 14 日に順延します。 

場所：大磯町西小磯海岸 集合場所：ＪＲ大磯駅前 10時 

対象：小中学生とその保護者 30 名 参加費：1,000 円 

 持ち物：靴、お弁当、お飲み物、カナヅチ、化石を入れるビニール袋 

主催・問合せ先：地球チャイルド ☎045-341-9441   090-8563-9198（松本） 

「「「「親子親子親子親子リトミックリトミックリトミックリトミック体験体験体験体験」」」」    
リズムにあわせて楽器に触れたり、音楽あそびや工作をしたりパネルシアターを見たりと楽しいことが

盛りだくさん。その中で想像力や集中力、リズム感を養います。 

日時と場所：11 月 10 日（水）10：30～11:30 早園地区センター 

        11 月 24 日（水）、12月 8日（水）11：10～12：10 綾瀬市中央公民館  

体験費用：無料 持ち物：のり、はさみ、クレヨン 

   対象：H18・4・2生～H20・4・1生（2,3,4 歳）  

 主催・問合せ先：hana-note～花の音～☎79-2787   090-2915-3329（あべ） 

    

「「「「どさんどほうのたべものどさんどほうのたべものどさんどほうのたべものどさんどほうのたべもの塾塾塾塾    そのそのそのその８８８８」」」」    きらめき補助金交付事業    
その土地のものをその土地の空気にふれ、その土地の人の調理法で食べる..。１1月のメニューは初冬

にとる体に良い食べ物｢高座豚ハンバーグ｣  

日時と場所：11 月 13 日（土）11:00～13:00 綾瀬市中央公民館場所 定員：10 名 費用：1000 円 

主催・問合せ先：麻の葉   090-1500-0800（石井） 

    

「「「「ひとみひとみひとみひとみ座人形劇団座人形劇団座人形劇団座人形劇団がやってくるがやってくるがやってくるがやってくる」」」」    きらめき補助金交付事業 
人形劇団ひとみ座による「だんごころりん＆あかいながぐつ」の上演 

日時：11月 14 日（日）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（3歳以上） 

主催・問合せ先：松ヶ丘ナーサリーまつぼっくり ☎78-2846（折原） 

    

「「「「パソコンパソコンパソコンパソコン講習会講習会講習会講習会」」」」 きらめき補助金交付事業    

 インターネット初級 

日時：11月 22 日（月）・24日（水）9:30～12:30  

費用：1 人 1,110 円（テキスト代込み）  

場所：中央公民館 申込受付：11月 3日～11 月 19 日 

 主催・問合せ先：いきいきパソ支援ネット  090-5764-6891（18時～21時）（峯島） 
 

「「「「第第第第２２２２回回回回ファミールファミールファミールファミール秋秋秋秋祭祭祭祭りりりり」」」」    
自主製品販売、押し花しおり体験コーナ、フランクフルト販売、活動紹介パネル展示ほか 

日時：11月 13 日（土）11:00～14:00 雨天決行 

場所：地域活動支援センターファミール（綾瀬市大上 3-28-21） 

主催・問合せ先：NPO 綾瀬あがむの会 ☎70-7282（地域活動支援センターファミール） 

 
 

 

 

 

 

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 
この夏の猛暑もようやく終り、秋らしくなってきました。1面のチャレンジボランテイア体験の様子を拝見し、

活動している方々の生き生きとした姿に元気をもらった気がします。広報・IT部会委員になって３カ月、積極

的に「大人のたまり場」を活用し活気ある地域社会にして行きたいと思います。（近藤秀敏） 
 


