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助成金申 請 書を書い て みよう！
勉強会参加者受付中
各種助成金・補助金をもらいたい！でもなんだか難しそう・・・
と悩みをお持ちの団体の方！ぜひ、この勉強会にご参加ください。
「かながわボランタリー活動推進基金２１」のボランタリー活動補助金・ボランタリー活動奨励賞
の説明を受けた後に、参加者みんなでそれぞれが希望する申請書を書く実践的な企画申請書の書き方
勉強会です。

講座名：助成金申請書・企画書の書き方勉強会
と き： ２０１９年 ７月２１日（日） １０:００～１２:３０
ところ：座間市民活動サポートセンター
定

員：２０人（申込順）

参加費：無料
申込み：7 月 17 日（水）までに電話またはＦＡＸでサポートセンターへ

予告！! チラシの作り方講座

多様な協働事業提案の

相談窓口開設のお知らせ
会員を増やすチラシの
座間市民活動サポートセンターでは、

コツを教えます！

協働のまちづくりに貢献することを目指
チラシを作るには何から始めればいいの？

して活動している市民活動団体の皆様

チラシを手に取ってもらうためのポイントは？

が、その活動をまちづくりに活かす為に

団体のアピールポイントってなに？

協働を座間市に提案する手段の一つとし

そんな疑問を講座に参加して解消しませんか。

て、7 月より、座間市と連携した「多様
な協働事業提案の相談窓口」
（要予約）を

チラシ作りのコツを伝授します。

設けます。

と き：2019 年８月２５日（日）予定

詳細は、座間市民活動サポートセンタ

ところ：座間市民活動サポートセンター

ーへお問い合わせください。

定 員：２０人（申込順）
参加費：無料
申込み：７月中旬予定
※詳細が決まりましたら、サイト「ざまっと」
でお知らせします。
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「基盤強化支援事業」支援団体が決定しました！
ざま市民活動応援広場は、座間市との協働のまち
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づくりを推進するため、ざまっと基金を設置しまし
た。サポートセンターに登録している団体の基盤づ
くりの支援として「座間市民活動サポートセンター
登録団体基盤強化支援事業」を昨年度から実施して
います。
これは、まちづくりにつながる活動をしている団
体が、自らの活動に必要不可欠な基盤について自己
診断し、見つかった脆弱点を解決するための手段を
実行しようとするとき、実行困難な部分のうち、そ
の一部について微力ながら金銭的に支援しようとするものです。

支援団体の選考は、ざまっと選考会議により申請内容の厳正な審査・選考の結果を受け、ざま市民活
動応援広場が協議して決定します。
今年度は、
「ビバ・ラ・ムジカ オーケストラ」
「座間市写真連盟」
「座間ふるさとガイドの会」の３団
体に決定されました。支援を受けられた各団体におかれましては、活動に必要な基盤をしっかり固めて
いかれ一層まちづくりへの貢献に努められますようお願いいたします。

情報サイト「ざまっと」操作説明会開催
と

き：2019 年５月８日（水）

ところ：座間市民活動サポートセンター

サイト「ざまっと」の入力担当者が代わった団体から４名
の方が参加されました。
前半にサイト「ざまっと」の基本的な使い方を説明し、後
半では実際にインターネットに接続したパソコンを使用し
て、入力の練習をしていただきました。
参加した皆さんから、
「わかりやすい説明でした」
「知識が
プラスされた」などの感想をいただきました。また、説明会
に参加して意識が変わったと
の声もいただきました。
サポートセンターでは、サイ
ト「ざまっと」の入力のお悩
みの個別相談も随時受け付け
ています。お気軽にお問い合

ざまっと

検索

(http://zamat.genki365.net)

わせください。

今年もサポートセンターのフリースペースガラス窓面にグリーン
カーテンを行います。グリーンカーテンは、直射日光を遮るので、
室内の温度上昇を抑えます。緑の葉が見た目にも涼しく、省エネ、
CO2 削減にもなる取り組みです。
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種

☆わがサークルを取り上げてほしい、イベント
を計画しているので紹介してほしいなど掲載の
希望がありましたらご連絡ください。

サークル散歩

詳細はサポートセンターへお問合せください

座間市ウォークラリークラブ
「キャラバン」

ほ～るれすと

合 唱 団 「全 休 符 」

多くの会員が参加できるような目的地をさが

座間高等学校の卒業生を送るハレルヤコー

して、定例会としてハイキング、軽登山をして

ラス有志が母体となった合唱団です。ただ、

います。登山等では元気な人が皆に気を配り楽

ただ合唱が歌いたいだけ。現在ほぼ 50 代。

しく自然からの元気を得ています。

10 人ほどですが、講師賞を頂けることもあり

26 年度は、座間市との協働事業として「ミ

ます。団費は月 3,000 円。

ステリーウォーク探検隊」ざまりんを探せを実
施して多くの参加を頂きました。

活動場所：座間市公民館
活動場所：神奈川県内のハイキングコース

活動日時：第１・３（日）13:00～17:00

活動日時：第 3（土）8:30～15:00

第 2・４（土）18:00～21:00

ご利用ください！
サークル・団体情報誌

２０１９年度版

サポートセンター登録団体を中心に、座間市の公共施設などを
利用している約 700 の団体のサークル・団体の活動状況をジャ
ンル別や活動拠点別にまとめた情報誌「ざまっとガイド」2019
年度版を、８月頃に発行いたします。
既に活動中やこれから何かを始めたい！仲間を作りたい！と
いう方に活動のきっかけとしていただくのはもちろんのこと、団
体間の交流やレベルアップの情報源につながるよう願っていま
す。
配布場所：座間市民活動サポートセンター、市役所１階市民情報コーナー、公民館、コミュニティ
センター等（無料）
※インターネット情報サイト「ざまっと」でもＰＤＦ版をご覧いただけます。
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事務局からのお知らせ
サポートセンター登録数・利用者数
2019 年 4 月 30 日現在
登録団体数
：
193 団体
ざまっと登録団体 ：
131 団体
利用者数累計 ：
564 人
（2019 年 4 月から）

座間市相互提案型協働事業
市

団体

サポートセンターに登録すると・・・
★平成 30（2018）年度
事業結果報告会

≪ロッカー≫
サポートセンター内の団体用ロッカーは月単位で利

2018 年度に実施した相互提案型協働事業
の成果を発表します。

用できます。イベント期間中などの短期でも、団体の

と き：2019 年 7 月 5 日（金）

資料や備品などの保管にご活用ください。
・幅 45×奥行 35×高さ 40cm

１５:００～
ところ：ハーモニーホール座間 2F 大会議室

・利用期間：１ヶ月～
※最長 2020 年 3 月まで（更新可）

報告団体：さがみ野やすらぎ街づくり委員会
アクティヴ・ママ

・使用料：1 個につき
１ヶ月 200 円

★令和 2（2020）年度
事業募集説明会

※月途中からの利用可
（ただし月単位での契約）
※先払い

市民活動団体を対象に相互提案型協働事業

（契約期間中に利用を中止する場合、返金なし）

募集についての説明会を開催します。
と き：2019 年 7 月 5 日（金）
１６:００～
ところ：ハーモニーホール座間 2F 大会議室
問い合わせ：座間市 市民部市民協働課

≪レターケース≫
各団体間の発行物の交換や団体内の連絡等に。
・幅 28×奥行 38×高さ 3.6 ㎝
・使用料：無料

☎046-252-7966
※新規に応募する場合は、事前に座間市民活動

★新しくＡ４サイズ用の封筒が入る

サポートセンターへの相談が必要です。

大きさになりました

つぶやき
私は海育ちです。座間に住むようになってからしばらくは実家に帰ると海のにおいがとても心地よ
く、「あ～帰ってきたー」と思う日が今は懐かしく感じます。気づけば人生の半分を座間で過ごしてい
る今、外出していて座間に帰ってくると、
「あ～、この土のにおい・・・」
「カエルの鳴き声・・・」
「帰
ってきたー」と。笑 いつの間にか私の居場所は座間になっていました。ここに居る仲間がすき！座間
も好き！これからもこの景色とともに過ごしていく座間の素晴らしいところを沢山の仲間とともに広
めていきたいです。（norinko）
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