NO．６

２０１０年２月１５日発行

発行 ： 座間市民活動サポートセンター
住所 ： 座間市緑ヶ丘 1-2-1(ｻﾆｰﾌﾟﾚｲｽ座間３F)
ＴＥＬ ： ０４６－２５５－０２０１
ＦＡＸ ： ０４６－２５５－３２４３
E-mail ： ss-zama@feel.ocn.ne.jp



ＵＲＬ：http://zamat.genki365.net/

≪市民活動支援講座≫

～他市の事例から学ぶ～
鳩山首相が「公の仕事でも民と協力して行うことで、幸せが得られる社会を築くことが
できる」と述べています。市民からの提案を、どのようにすれば行政と一緒に協働してい
けるか、他市の事例をあげながら講師に説明していただきます。

と

き：

３月２１日（日）14：00 ～ 16：00

ところ：

サニープレイス座間３階

講

師：

椎野

費

用：

無

申込み：

研修室

修平氏（元かながわ県民サポートセンター
料

定

サポート部長）

員：３０名（申込み順）

３月２０日までに座間市民活動サポートセンターへ
TEL:

046-255-0201

FAX:

046-255-3243

いろいろな
活動がある

～ つなげよう 市民力 ～

のね

好きなこと、
得意なこと
活かせない？

コーヒーを飲みながらお話しませんか？

と

き：

３月２３日（火）～２７日（土）
10：00 ～ 16：00
（最終日は 11：30 まで）

ところ：

座間市役所

費

無

用：

1階

市民サロン

料

市民活動に必要な、チラシの作り方、エクセルを使って会員名簿を作るなどのミニ講座や
活動団体の紹介（ミニ体験）を予定しています。気軽におしゃべりにお立ち寄りください。
★募集★ 活動をＰＲしたい団体を募集します。4 ページをご覧ください。
－１－

情報サイト「ざまっと」登録・操作説明会を開催しました

パソコン画面を使っての説明

１２月１２日（土）情報サイト「ざまっと」登録・操作
説明会を開催しました。今回は、実際のパソコン画面や操
作を間近で見て、より入力方法を理解していただくことを
目的に、サポートセンター内で行いました。少し窮屈さは
ありましたが、説明者と参加者との距離感がなく、アット
ホームな形で、質疑応答ができました。
皆さんの疑問や丌便さを感じているところがわかりま
したので、写真の掲載方法などを中心とした説明会も企画
したいと思っています。
サポートセンターでは、随時説明いたします。

とても参考になったと大好評でした！
１月１６日（土）
「チラシの作り方講座」を開催しました。
チラシを作るには、宣伝したいこと、売りは何か、対象者は
誮かをしっかりと押さえて作ることが大切であること。対象
者により、宣伝方法も変わることや、どのようにしたら目に
つくチラシを作ることができるかなどの説明がありました。
事例もあり、わかりやすく大変参考になったとの感想をたく
さんいただきました。
今回の講座は早い時期に定員に達し、お断りさせていた
だいた方が多く申し訳ありませんでした。
さらに魅力ある講座を企画中です。

熱心にメモをとる参加者

座間の中学生二人のロボットがアイデア賞！！

初出場でアイデア賞を受賞
した田坂君、山下君

１２月２０日（日）昨年の１．５倍の３０チームの参加で『神奈
川県西部方面中学生ロボット技会』が行われました。この競技会
は、自分たちで作ったロボットで、フィルムーケースを運搬し、
その数と重ね方の点数で競う大会で、今回はフィルムケースの４
段重ねに成功した湯河原町立湯河原中学校のチームが高得点で優
勝しました。
今回より個人参加も受け付け、座間市から出場した南中２年生の
田坂君、山下君の二人がアイデア賞を受賞しました。二人の作っ
たロボットは、つまんで運ぶの
ではなく、アームを広げる力を
利用する画期的なアイデアで、
中学生の発想の豊かさに驚か
されました。
個人参加のチームの相談に
のっていただきました相模
原・座間のおもちゃドクターの
会の有志の方、ご協力ありがと
うございました。
おもちゃドクターとの相談会
－２－

サークル散歩

座間市民オペラ合唱団
2008 年 3 月に座間のオペラ「けやき姫」
を継承しようと立ち上げた混声合唱団で
す。とは言ってもオペラ初心者の私達、
「け
やき姫」や他のオペラ曲と同時に一から発

座間録音奉仕グループ 泉の会

声を習い、他の合唱曲なども練習していま
す。月２回の練習の後は、心地良い疲れと

視覚に障がいのある方に、座間市の広報誌、
市議会だより、選挙公報、個人依頼本などを

少しの満足感を味わっています。また、定

カセットテープやＣＤに録音してお届けする

演の前には、ソリストとの合同練習もあり、

活動をしています。

そのステキな歌声を目前できけることも、

泉の会は今年で 30 周年、録音機器も、ラ

魅力の一つです。音楽祭、地域行事などに

ジカセからデジタル機器へと大きく変化しま

も出演予定です。団員募集中、ぜひ見学に

した。その中で変わらないのは、自分の声で

いらしてください。

読む難しさです。読むことやデジタル機器へ
の関心のある方、どうぞサニープレイス座間
内のスタジオを訪ねてみてください。

お や と も 会

また、皆さまのお近くに目の丌自由な方が
情報が氾濫する現代において、多面的な
知識を身につけ、よりよいものを選択し、
子どもたちの未来につながる暮らしを目的
として、勉強会やレクレーション活動をし
ています。
今年１月にスタートしたばかりですの
で、現在の会員数は 16 名ですが、皆で話
し合い、座間公民館と共催で、鈴木共子さ
んの「ゼロからの風」の上映会、講演会開
催など受け身でなく、各自が主体的に動い
ていく会です。また、座学ばかりでなく、
会員が交代で保育を行い調理実習なども計
画中です。
新しい仲間を作りたいという方、この機
会にぜひ見学にいらしてください。

いらっしゃいましたら、ぜひお知らせくださ
い。カセットテープやＣＤをお渡ししたいと
思います。

日本語ボラティアサークル「そら」
私達「そら」は、在日外国市民を対象に日
本語の習得を支援し、国際友好親善にも努め
るようにしています。外国市民とお友達にな
りたい、そんな仲間の集まりです。クラスは
初級、中級、上級に分かれており、授業内容
はマンツーマン方式で教えています。授業以

座間市公民館 日本間
第 2，４木曜日 10：00～12：00

外に東地区文化センターでの文化祭で、餃子、
タイカレー、アゼルバイジャン料理、パキス
タン料理などを作って販売したリ、ハイキン
グに出かけたりしています。授業終了後全員

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

が集まって、コーヒーを飲みながら雑談する
「コーヒータイム」が「そら」の名物です。
サークルに一緒に参加しませんか？

☆詳細はサポートセンターへお問合せください
ＴＥＬ：０４６－２５５－０２０１
ＦＡＸ：０４６－２５５－３２４３
Ｅ-mail : ss-zama@feel.ocn.ne.jp

東地区文化センター
毎週土曜日

13：30～1６：00
－３－

事務局からのお知らせ
サポートセンター登録数
1 月末まで
登録団体数 ：
４０９ 団体
ざまっと登録団体 ： ９７ 団体

助成金情報
子ども・子育て支援
プロジェクト
詳細は 2 月中旬に決定、問合せは下記へ

生涯学習フェスティバルに参加します
ハーモニーホール座間で、
『座間市生涯学習フェスティバ
ル』が開催されます。サポート
センターは、３月３，４日に小
ホールギャラリーで、市民活動

募集対象：子ども・子育て中の親・これから親
になる方々を対象に支援する活動。またそ
の支援活動そのものを支援する活動。
（ユニークな企画、神奈川らしい企画も
期待しています。）
問合せ：神奈川県保健福祉部子ども家庭課
次世代育成班 TEL:045－210－4666
FAX:045－210－8857

の相談、生涯学習・ボランティ
ア活動・福祉活動をしたいとお考えの方にサーク
ルや団体を紹介します。情報サイト「ざまっと」
の説明もします。お気軽にお立ち寄りください。

『井 戸 端 カ フ ェ』 で
活動のＰＲをしませんか？
参加団体を募集します

「まちづくり人」応援助成金
詳細は 2 月末に決定、問合せは下記へ

「市民がまちづくりを行いやすい環境づくり」
と、「それに取り組む人たちの応援」をする
助成金（昨年は、世代間交流、文化、福祉な
どの活動を通じてのまちづくり活動を応援）

３月 23 日（火）～27 日（土）に市役所 1 階
市民サロンにおいて、サポートセンター主催で『井
戸端カフェ』を行います。（1 ページ参照）

問合せ：財団法人まちづくり市民財団事務局

市民の皆様に座間で行われている活動を紹介し

〒102-0093 東京都千代田区平河町 2-14-3

たいと思います。パネル展示、発表会、報告会、

日本青年会議所会館内

ＤＶＤ放映、チラシ設置、作品展示などで参加を

TEL:03－3234－2607
FAX:03－3234－5770

希望する団体は、サポートセンターまでご連絡く
ださい。

編集後記
２０１０年（平成２２年）を迎えました。市民活動サポートセンターも、１年半近く経ち、
市民の皆様にもかなり認知されてきているように思います。今後とも市民の皆様とスクラムを組
んで、市民とともに歩むサポートセンターを目指してまいります。一つの眼は厳しく、もう一つ
の眼は優しく温かい眼を持って見守りいただき、より成長できるように前向きに取り組めるよう
にお力添えをお願いいたします。（今野）
－４－

