
あやせの市民活動をつなぐ情報紙

東日本大震災 支援の輪 がんばろう！日本

3 月 11 日に発生した東日本大震災は、東北・関東地方に甚大な被害をもたらしました。

犠牲になられた方々にお悔やみ申し上げます。また被災された方々に心からお見舞い申し上げ

るとともに、一日も早い復興を願っています。

この震災では綾瀬市も大きな影響を受けました。そんな中で市民活動センターあやせの登録団

体も今自分たちにできることを精一杯実行しており、大きな支援の輪が広がっています。

===広がる支援の輪のひとつの紹介===

●復興支援綾瀬プロジェクトの立ち上げ
あやせ災害ボランティアネットワーク、綾瀬青年会議所、綾瀬

商工会青年部、綾瀬アカデミーの 4 団体が、支援活動のために

「復興支援綾瀬プロジェクト」を立ち上げた

1. 義援金集め

4 月 25 日現在 40 万円程の個人および企業から集約して

おり継続中です。支援活動の折に被災地に届けます

2. 節電の啓発活動

市民に対し節電を呼びかけるために 3 種類のポスター

(500 枚)を作成し、市内 150 カ所の事業所に掲示した

3. 被災地での支援

5 月 27 日夜～30 日まで、被災地での現地要望に対応した

支援活動を予定

●あやせ災害ボランティアネットワークの活動
1.市の支援物資集めの手伝い(詳細は広報 4 月 15 日号掲載)

2.県の被災者受け入れの手伝い(横浜市岸根の県立武道館)

一般ボランティアの役割を振り分けるコーディネート

3.ボランティア活動養成講座の講師派遣

4 月 7 日～9 日県民センターの県防災課主催講座に派遣し、ボランティアをやろうとい

う方を対象に、活動にあたっての心構えを指導

≪近隣の災害ボランティアネットワーク(略称 : 災ボラ)活動≫

海老名災ボラ : 市に協力し義援金集めと被災地へ救援活動に行く予定

座間災ボラ : 市に協力し義援金を集め、タオル・毛布等物資(送料 500 円含む)と共に

姉妹都市で防災協定を結んでいる秋田県大仙市へ届けた

●災害ボランティアに参加するかたへ

インターネットでも募集・受け入れを発信していますので参考にしてください

初めてボランティア活動に参加する人は、寝泊りする場所、食事、水など被災地に迷惑をか

けないことが大切で、『相手の身になって考え行動する』ことに心がけてください
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平成２3 年度市民活動応援補助金

４月１７日（日）市役所 7 階展示ホールにて、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・選考会が

開催されました。

これは、「市民活動」を財政的に支援するための制度で、団体

から提案された「企画書類」と「公開プレゼンテーション」に

より学識経験者やＮＰＯ支援団体関係者ら８人で構成する選考

委員会が補助金交付先を選考するものです。

緊張感の漂う会場で、応募した団体は、活動写真やコマーシ

ャル DVD の投影など、工夫を凝らした発表方法で事業をＰＲ

し、選考の結果、応募団体全ての事業が基準票（４票）以上を

獲得し、次のとおり補助金交付が決定しました。

当日会場は、応募団体関係者ら１００名余の市民が訪れ、活気であふれました。

区分
番号 事業名 団体名

補助
回数

費用
総額

補助金交
付決定額

投票数 補助金の使途

1 動物と親子のふれあい
松ヶ丘ナーサリー
まつぼっくり

1 258 200 4
ポニー他小動物、用具貸
出し

2
生ごみの堆肥化と有効利
用の推進

あやせ生ごみ隊
（いきごみたい）

3 280 200 5

生ごみ堆肥化用資材、啓
発用チラシ、講演会講師
謝礼

3 身体障害者リハビリ教室 さんすい会 2 213 177 7
リハビリ講師謝礼、会員
募集活動事務費

4

ＰＡＰミュージックサ
マーフェスティバルｉｎ
あやせ

ＰＡＰmusic＋ 1 434 200 4
会場費、機材使用費、印
刷費、広報費等

5 力を合わせてオペレッタ
あやせキッズコーラ
ス

2 580 200 4 講師謝礼

6
市民オペラの作り方
ワークショップ

綾瀬でオペラを！の
会

1 413 200 4 講師謝礼

7 あやせ国際ラウンジ
ＡＩＦＡ
あやせ国際友好協会

2 238 200 5
日本語指導者・翻訳・保
育者・相談員謝礼等

8 綾瀬児童作品展
綾瀬児童作品展
実行委員会

2 170 100 4
会場費、審査員・協力員
謝礼、副賞費等

9
花・音・関わる力のひと
育て

Hana-note(花の音) 1 823 200 4
協力者謝礼、印刷製本
費、保険費等

10

土産土法(どさんどほう)
の
たべもの塾

綾瀬土産土法の会 1 323 200 5
印刷代、講師謝礼、消耗
品代等

11
障がい者のための
カヌー体験教室

綾瀬市
手をつなぐ育成会

2 100 80 6
指導員・協力者謝礼、塩
素代、保険、印刷費等

計 3,832 1,957

1
「歓喜の祭典」～第九コ
ンサートと写真展～

あやせ第九の会
綾瀬フォトクラブ

1 4,100 500 8
プログラム制作費、会場
費

はばたき(既に活動している団体地域社会での広がりを目的に他の団体と協働で活動を行うための支援) 単位：千円

はぐくみ(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) 単位：千円

▲プレゼンテーションの会場

市民の方々が参加でき

る事業は、広報あやせ等

を通じて募集をかける予

定です。皆さんもぜひご

参加ください。

実施した事業の結果

は、来年 6 月に開催され

る事業報告会で発表する

予定です。

▼団体による事業説明

昨年の公開プレゼン・選考会で決定した事業の活動成果をぜひごらんください。※どなたでもご覧いただけます。

日 時 平成 2３年 6 月１９日(日) 1２：00～17：00 会 場 市役所 315 会議室

報告団体 いきいきパソ支援ネット、綾瀬土産土法の会、あやせ「いのちの山河」上映実行委員会、Hana-note、

PAPmusic＋、さんすい会、エンジェルハーモニー、あやせ生ごみ隊、

MOA 美術館綾瀬児童作品展実行員会、松ヶ丘ナーサリーまつぼっくり、綾瀬市手をつなぐ育成会、

AIFA あやせ国際友好協会、

▲選考委員による投票

あやせ



“あやせの宝カルタ授業”
NPO 法人ふるさと環境市民は平成 7 年 4 月に発足して以来

「考えは地球規模で、行動は足元から」をモットーに幅広く

活動しています。最近は綾瀬の良さを再発見することを目的

に「ふるさとの宝カルタ」を携えて市内各小学校にてあやせ

の宝カルタ授業を展開しています。綾西小学校に続いて３月

１日に早園小学校で授業が行われました。

カルタ博士の高橋元さんが市内の名所旧跡をスライドにて説

明、55 人の 3 年生が真剣に聴き入っていました。高座豚やカ

ワセミの話になると「それ知っている」とか「そこは行ったことがある」などと大きな返事が返

ってきて児童と一体になって授業が進められました。

続いて五つの輪になって行われたカルタ会では、札を取る手と

手が重なりあう元気一杯な姿が見られました。児童からは「綾

瀬の宝が沢山あって驚いた」「カルタ会はとても楽しかった」な

どの感想が述べられました。

ふるさと環境市民の担当者も「子供たちの笑顔がうれしい」

「パワーをもらった気がします」などと喜んでいました。こう

した授業は毎年続けてもらいたいと感じた 1 日でした。

（運営委員 近藤）

私たちは、2005 年の綾瀬高校在学時にボ

ランティア団体を発足。

設立 7 年目の会員 10 人の平均年齢は 24

歳という若さの、ノンジャンルボランティア

団体です。

市民活動センターあやせ内を拠点とした、

・使用済み切手やペットボトルキャップ回収

・他の団体主催事業のサポート(お手伝い)

・国内外の地震義援金集め

などですが、2007年から｢クリーン大作戦｣

と称したゴミ拾いを始めました。

春・秋の年２回チラシ等で一般のかたにも

声かけして、 城山公園周辺で行っています

(写真は今年 3 月の活動風景です)。

まだ 大勢の活動ではないですが、今後大き

な輪になれればと思っています。

次回は 10 月の予定です。

ぜひ一緒に "きれいな綾瀬" にしませんか！

2 月にラジオの FM 大和エリアインフォメー

ション♪にも出演しましたよ。

ただいま会員募集中で～す！

ホームページ http://www.fureniji.org/

問い合わせ ovo_0128@yahoo.co.jp

(ふれあい虹の会 問合せ先: 徳川)

４月３０日現在センター登録団体

登録団体総数 １２９団体

新規登録団体数 １団体
（２月～４月）

ふるさと環境市民

ふれあい虹の会

▲熱心に聴き入る児童たち

▲取ったよ～

"若者たちの心意気"・・・春のクリーン大作戦



講座・イベント情報

「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 14 日（土）、雨天 15 日（日）に順延

場所：わさびや茶園（東名秦野中井 IC から車で 20 分）集合場所：小田急線・渋沢駅北口 10:00
対象：小中学生とその保護者 30 名

参加費；1,000 円（保険代、体験費など）

問合せ先：地球チャイルド 090-8563-9198（松本）

「あやせキッズコーラス」

うた仲間大募集！ 見学だけでも大歓迎です。

対象：綾瀬市近郊の小学 1 年生～大学生

練習日：月 2 回土曜日 10 時～12 時（若干の変動あり）

場所：南部ふれあい会館や中村地区センター等の市内公共施設

会費：2,000 円(月)

問合せ先：あやせキッズコーラス ☎046-234-7760（岡本）・042-749-6558（及川）

「市民オペラの作り方」

～「綾瀬でオペラを！」の会ワークショップ～

平成 24 年綾瀬公演オペラ「カルメン」に向けて、今、注目の舞台監督が楽しく、わかりやすく「オ

ペラ」作りを解説します。

日時：5 月 22 日（日）14:00～16:00

場所：中央公民館 視聴覚室

参加費：無料

参加資格：年齢不問

主催・問合せ先：「綾瀬でオペラを！」の会 ☎76-4178（谷原）

編集後記

3 月 11 日大震災が発生しました。その影響で、今月号から予定していたカラー化ができませんで

した。次号から、カラー化による、より見易い情報紙に改善したいと思います。次号の『きらめき』

にご期待下さい。（葦原）

活動情報募集中
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。

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：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 5 月 2 日(月)から開催 3 日前までに、

講 習 名 開 催 日

ポスタープリンターで看板づくり 5/22（日）13:00～16:00

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。

問合せ先：☎70-1232 <市民活動センターあやせ>


