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団体の活動を広げよう！

パソコンを使って、情報化をめざしませんか！

リユース PC 寄贈プログラムの募集がはじまりました
座間市民活動サポートセンターでは、まちづくりや座間の活性化に寄与することを目的に活
動している団体を応援しています。
活動を持続して、継続的に社会へ貢献するためには、団体が存続していかなくてはいけませ
ん。そのためには団体の基盤強化が必要であり、サポートセンターでは基盤強化に取り組む団
体に向けて支援を行っています。
その支援の一つとして、今年も県内 10 市の市民活動支援組織と、認定 NPO 法人イーパー
ツが協働して「第 15 回かながわイーパーツリユース PC 寄贈プログラム」を実施します。
このプログラムは、市民活動団体の情報化や、組織の基盤強化に力を入れて取り組みたいと
考えている団体に、企業提供のリユース PC を寄贈するものです。あなたの団体もリユース PC
を有効利用して、情報化をめざしてみませんか。
チラシや
資料づくり

第 15 回かながわイーパーツ
リユースＰＣ寄贈プログラム
＜募集期限＞

2018 年 6 月 29 日（金）までに
サポートセンターへ

＜寄贈対象者＞ サポートセンター登録団体
＜寄贈式＞

2018 年 8 月 25 日（土）

団体専用の
パソコン

インターネット
で活動のＰＲや
仲間集め

於：相模原市けやき会館（参加必須）
※詳細はサポートセンターまで

サポートセンター今後の事業予定
2018 年度版
サークル団体情報誌
ざまっとガイド
座間市内のサークル・
団体の活動状況をまと
めた冊子を夏頃に
発行予定。

チラシの作り方講座
（市民活動団体向け）

情報サイト
「ざまっと」操作説明会

チラシ構成要素 6Ｗ1Ｈ
の使い方や事例をまじえた
詳しい説明などチラシ作成
の極意と注意点を学びます。

サポートセンターに登録す
るとインターネット情報サイ
ト｢ざまっと｣に団体のページ
が作れます。その基本操作の
説明です。
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団体の
基盤強化
のための講座
今後、団体の基盤
強化に向けた講座
を企画中。
お楽しみに！

第 2 回 団体ミニ交流会 国際交流を開催
～外国人にやさしい座間へ～
2018 年 2 月 4 日（日）10:00～12:00

参加者 13 名

今回、第２回となる団体ミニ交流会のテーマは「国際交流」
。
座間に住んでいて外国にルーツをもつ方々がもっと暮らしやすくなるように、またもっと座間を好
きになってもらうために活動している団体を対象に交流会を行いました。
当日は、１３名に参加していただき、始めにサポートセンター登録団体である「座間市国際交流協
会」
「アクティヴ・ママ」にパワーポイントを使って活動紹介をしていただきました。次に「60 秒で
伝えよう！！新しいつながりの自己紹介カード」と題し、活動内容をはじめ、自慢できること、困っ
ていることを伝えていただきました。最後の「交流ティータイム」では参加者同士が自由に語り合い、
情報交換や日頃の活動、悩みについてアドバイスし合う姿が見られました。協働につながる話もいろ
いろなところで出ていたので今後の皆さんの活躍が楽しみです。
サポートセンターではこれからも様々なテーマで交流会を開催し、市民活動の協働のきっかけづく
りを行っていきます。

≪登録団体≫
座間市国際交流協会

参加者に、
自己紹介をして
いただきました

「交流イベントや
日本文化体験講座
について」

≪登録団体≫
アクティヴ・ママ
「多国籍親子支援事業
(相互提案型協働事業)
について」

後半の
交流ティータイム

第 18 回 ざま子育てフェスティバルに参加しました！
3 月 6 日（火）ざま子育てフェスティバルがハーモニーホール座間、市役
所ふれあい広場で盛大に開催されました。サポートセンターは情報コーナー
に手作りのざまりんスタンプを用意し、お立ち寄りいただいた方々に大好評
でした。また、サークル団体情報誌「ざまっとガイド」「ざまりんぬりえ」
をセットで配布し、沢山の皆様にお持ち帰りいただきました。
サポートセンターでは、子どもと一緒に参加できる活動やイベントを開催
している団体の情報提供や、市内で活動をしている様々な団体を掲載してい
る情報誌「ざまっとガイド」を配布しています。興味のある方、団体の活動
に参加してみたい方、ぜひサポートセンターにお立ち寄りください！
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PR をほっとに！！

情報サイト「ざまっと」活用・操作説明会を開催
2017 年 12 月 18 日（月）10:00～12:15
2018 年

3 月 26 日（月）10:00～12:15

サポートセンターが運営している情報サイト「ざま
っと」の使い方に関する説明会を開催しました。
新規で利用する団体や担当が代わった団体が参加し
ました。前半に基本的な使い方を、後半では実際にサ
イト「ざまっと」に情報を入力していただきました。
その際、団体情報の変更や活動報告の掲載、写真の添
付方法など、ほっとな PR になるようとても工夫され
ていました。
参加者の皆さんから、
「もっと更新してみようと思う」
「ていね
いでした」「詳細が理解できた」などの感想をいただき、熱意を
感じられました。また、「一般の方がサイト「ざまっと」を見つ
けにくい」とのご意見をいただきました。今後もサイト「ざまっ
と」やサポートセンターの周知に努力したいと思います。

サイト利用団体向け

情報サイト「ざまっと」相談会（個別）のお知らせ
インターネット情報サイト「ざまっと」の操作や入力がうまくいかないなどのピンポイントのお
悩みを解決する個別の相談を予約制で行っています！「画像を小さくしたい！」や「PDF の添付は
どうすれば？」など、ご予約時に相談内容をお知らせください。
毎週金曜日（原則）10:00～16:00 の間
（30 分単位・予約制・日程応相談）
サポートセンター

TEL：046-255-0201

スタッフ募集中
サポートセンターでは、スタッフを募集しています。
市民活動に関する情報収集や、広報物の作成、イベントや講座の運営、事務作業等、職員
同士で協力し合い日々業務を行っています。
フルタイムで働きたい方、育児・家事・介護の合間で働きたい方、少しでもご興味ありま
したら、お気軽にお問い合わせください。
自分の得意分野や経験・スキルを活かして、一緒に市民活動を盛り上げていきましょう。
※詳細はお気軽にお問い合わせください。

- 3 -

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
2018 年 2 月 28 日現在
登録団体数
：
201 団体
ざまっと登録団体 ：
129 団体
利用者数累計 ：
4,477 人
（2017 年 4 月から）

メールマガジン配信中！
サポートセンターが運営している情報
サイト「ざまっと」は、新たにメールマガ
ジン配信を開始しました。メールマガジン
ではサポートセンターからのお知らせや、
サポートセンター登録団体が発信する最
新のイベント情報や募集情報、活動報告

Ａ３サイズもプリントアウト
できるようになりました！
（利用目的は市民活動に関わるものになります）

が、1 週間ごとに配信されます。
サイト「ざまっと」の WEB 会員（メル

▶プリントアウト

マガ希望する）に登録することで受け取り

・コピー機の場合（A4、A3）用紙持参不可

が可能ですので、ぜひご登録ください。

モノクロ・フルカラー全て：５０円
※パソコンからプリントアウト出来るので貼り合わせ

SNS に情報発信！
サイト「ざまっと」ではサポートセンタ

れば A2 以上のポスターも作成可能（応相談）
・プリンターの場合（A4）（※A3 は不可）

ーからのお知らせ、イベント情報、募集情

モノクロ：１０円

カラー：５０円

報を外部 SNS（Facebook、Google+、

※A4 のモノクロの場合はこちらがおすすめ

Twitter）に向けて手軽に発信することが

▶印刷機（はがき～A3）用紙持参

可能です。こちらもぜひご活用ください。

・製版：１色１製版５０円（黒・青・赤）
・印刷：１００枚毎５０円（２０枚以上）
※印刷機の利用時間は 9：30～16：00 の間

クリックしよう！

▶コピー機（A4、A3）用紙持参不可
・単色/２色：１０円

フルカラー：５０円

▶ラミネート加工
・A4：５０円

A3：１００円

▶裁断機：無料
A3（短辺）までの大きさの紙を一度に
１００枚程度裁断（裁断能力：１５ｍｍまで）

応援ひろばから
流行語大賞にもノミネートされた「保育園落ちた日本死ね」は有名になりましたが、
「保育園落ちた自分
で開こう」というのはご存知でしょうか。千葉県市川市で、保育園に落ちた女性がそれをきっかけに NPO
を設立し、この４月に保育園を開設します。別に同じことをやれということではありません。ただ、文句を
言うだけでなく、自分でやれることをやるという姿勢は見習わないといけないなと思いました。多様化が進
んだ現代において、行政は限りある予算で限りない要望に応えようとしています。できるところは自分たち
でやるというのも、大きな意味での「協働」ではないでしょうか。
（teru） ［ざま市民活動応援広場］
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