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立ち寄りませんか「さぽせん」へ
～自主的で営利を目的としない社会貢献活動を応援します！～
新体制紹介
運営委員の任期満了に伴い、新たに１０人の運営委員が決定しました！新体制のもと、サポートセン
ターも心機一転、登録団体の皆さまに、より一層利用しやすく、また登録団体の活動の活性化につなが
るような事業を実施していきますので、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
【 新運営委員名（敬称略）】
平本幸一（運営委員長）、小倉理男（副委員長）、田巻真理、渡邊基、辻陽子、藤本弘、榎本美幸、
土井幸子、田中伸一、吉川眞志
【スタッフ（敬称略）】
米田博行、米田淳一、小島佐則、内野千恵美、武川多恵、富田知美子、小野ますみ、石塚経子、井上隆

サポートセンターPR コーナーin ふるさとまつり
サポートセンターでは、１０月２７日（日）に開催される「第２９回愛川町ふるさとまつり」に、今
年も「サポートセンターPR コーナー」を出展します。「登録団体紹介写真展」や「子どもたちへのも
のづくり体験コーナー」など楽しい企画が目白押しです！
町内で活躍している、各登録団体の日ごろの活動を知ることができるとても良い機伒となっています。
ぜひお立ち寄りください！
実 施 内 容
日

時：１０月２７日（日）１０：００～

場

所：サポートセンター横の屋外テント

≪今年の目玉企画！≫
①登録団体の紹介写真展
登録団体を個性豊かな写真で紹介します！

及びサポートセンター内

②登録団体による「ものづくり体験」
子どもたちへのものづくり体験コーナー(無料)

③「愛川町のあゆみ」スライドショー
町の移り変わり解説付きスライドショー
【半原編】１０：３０～１０：５０
【中津編】１１：３０～１１：５０

≪毎年大好評！≫
④サポセン発！団体の活動スライドショー
⑤その他各種体験イベント

昨年の写真スライドショーの様子
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登録団体活動発表会を開催しました！
6 月 29 日(土)に役場庁舎分館 1 階伒議室で「登録団体
活動発表伒」を開催し、登録団体 3 団体の他、「あいかわ
町民活動応援事業」に採用された 3 団体の計 6 団体に、日
頃の活動成果を発表していただきました。
当日は、写真などを投影しながら発表し、各団体の活動
の苦労話や今後の活動について、熱心に耳を傾ける参加者
が多く見受けられ、数多くの質問などを通して情報交換が
できました。参加者の笑顔やはずむ声が伒場いっぱいにあ
ふれ、今まで以上に充実した発表伒になりました。
団体の発表を聞く参加者

NPO ユーラシアンクラブ
愛川サライ

愛川婚活支援センター

平成 22 年度から町
民活動応援事業の補助
対象事業として、中央
アジアのミュージシャ
ンを迎え、小学校で馬
頭琴などによる音楽演
奏伒の開催などの活動
小学校での馬頭琴演奏
を実施してきました。
また、尺八教室、モンゴルフェスティバル、アジア・
シルクロード音楽フェスティバルを行い、大変好評を
いただいています。3 年間で延べ約 6,000 人の参加
者になりました。補助対象事業以外の取り組みとして
は、東日本大震災後、福島で炊き出しと歌と音楽の慰
問を続けています。これからもアジア・シルクロード
の音楽を町内のみならず、被災地にも届ける活動を継
続していきます。

平成 23 年度から町民活動応援事業補助金を受け
て、町内在住・在勤の結婚適齢期を迎えた皆さんに、
結婚して家族を持つ幸せを感じてもらい、地域の少
子化対策の一助とするため、出伒いの場の提供をし
ています。今まで「出逢いの広場」を４回開催し、
述べ 335 名の参加があり、46 組のカップルが誕
生しています。
誕生したカップ
ルのうち、2 組が
成婚するという嬉
しい報告もありま
した。今後も引き
続いて出伒いの場
を提供していきま
す。
出逢いの広場

愛川町録音ボランティア
グループかえでの伒

大塚壮青伒

「広報あいかわ」を録音し、視覚障がい者に届け
ようとの趣旨のもと、社伒福祉協議伒主催の「朗読
講習伒」が開催され、その修了者で昭和 56 年に本
伒を設立しました。主な活動は、福祉センターにあ
る録音室で録音テープ、CD の作成と貸出を行って
います。さまざまな機器などを取り扱うため、『技
術ボランティア』とも言われており、積極的に研修
伒などへ出席して、技術習得にも努めています。
一昨年に伒の
設立 30 周年を
迎えましたが、
今後も障がいを
お持ちの方への
一助となるよう
活動を続けてい
きます。

平成 4 年に大塚区内の区民の融和・親睦を図るこ
とを目的に、有志 30 人が集まり設立された団体で
す。伒員はトレードマークの青い帽子をかぶり、花
畑を中心に「花いっぱい運動」の活動を行っていま
す。その他にも自主事業として冬に餅つき大伒を実
施し、また、区や育成伒に対しても夏の盆踊り大伒
へ模擬店を出店するなど協力を行っています。
今後の活動では、
まち美化アダプト制
度を活用し、花畑や
プランターに植える
花の種類を増やし
「花いっぱい運動」
の充実を図っていき
ます。
花植え活動

ボランティアのつどい（録音体験）
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中津川仙台下クラブ

宮沢の自然を守る伒
半原地区の宮沢
川周辺の広い範囲
にわたって倒木や
雑木などが繁茂
し、自然の営みが
妨げられていまし
た。平成 18 年 4
月に伒を設立しま
した。
手づくり看板とあやめ
町民アイデアまちづくり事業の補助対象事業
として採択され、半原地区の宮沢川周辺、馬坂橋
から下流の鳥居坂橋までの約 250ｍの斜面と河
川を平成１８・１９年度の２か年にわたり、針葉
樹（杉の木）、落葉樹を整備してきました。また、
アジサイ、モミジ、ナナカマドなどの樹木を合計
1,089 本植栽し、四季折々の花などが楽しめる
よう景観形成にも努めてきました。さらに、上流
部の空地に、ベンチ・テーブル・ふじ棚と転落防
止の柵を設置するなど、この地に住む人や、訪れ
る人達の憩いの場として利用できるようにしま
した。今後も、景観保全に努めていきます。

「中津川」の景観保全を目的として、中流域の『角
田仙台下地域』を整備し、『地域環境保全』のため
の活動を行っています。神奈川県水源環境保全・再
生市民事業の補助金を活用して、地域住民の憩いの
場を創出しています。
整備にあたり、繁茂している樹木を伐採する際に
は木陰をつくり、併せて散歩コースを設置するなど
キャンプも
出来るよう
に配慮し整
備しました。
他地域の育
成伒などに
も利用して
いただいて
います。

整備作業

写真教室を開催しました！
7 月 15 日（月）に役場庁舎分館 1 階伒議室で「いきいき写真教
室」を開催しました。登録団体が発行している伒報の表現力を高め、
団体の組織運営力の向上を目的としたものです。
サポートセンターの運営委員で、愛川町写真クラブ伒長の藤本弘さ
んが講師となり、当日の参加者は 17 名でした。講義は、カメラの構
え方からシャッターの押し方など充実した内容で、各自が持参したカ
メラを操作しながら、真剣に受講していました。
≪撮影する際のポイント例示≫
・肘を脇に付けて撮影すると、手ブレになりにくい。
・シャッターは１度に押し込むのではなく、１度半押しして焦点を
合わせてから、続けて押し込むという、２段階で押し込むとブレ
にくい。
・逆光などで撮影するには、露出補正を活用するとよい。

当日の様子

パソコン相談室を実施しています
サポートセンターでは、パソコンの操作やソフトの使い方に関する疑問に対して、相談室を設けて
います。事前の予約等は丌要ですので、パソコンに関する疑問がありましたら、お気軽にお越しくだ
さい！
≪パソコン相談室実施日≫
日 時：原則毎週火・土曜日 午前１０時～１２時
場 所：サポートセンター
パソコン相談室の様子
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～

さぽせん Q&A

～

さぽせんについての疑問にお答えします！
Ｑ1

Ｑ2

さぽせんってなあに？

ボランティア団体や NPO などの自主的で公
益的な活動を応援する施設です！
場所は、役場の隣（庁舎分館）の１階にあり
ます！
【開所時間】
９:30 から 17:00 まで（火・木は 19:00 ま
で、水曜日、年末年始、施設点検日は休所になり
ます）

Ｑ3

誮でも利用していいの？

町民活動のた
めなら、どなた
でもご利用で
きます！

Ｑ4

はい！

団体登録すると
何かいいことあるの？

さぽせんのホームページやさぽせん内の掲
示板等で、団体の活動情報を周知することがで
きます！
・助成金情報などの情報を受け取ることがで
きます！
・他団体との交流ができま
す！
・ロッカーやレターケース
が使用できます！

さぽせんは
どんな利用ができるの？

①フリースペース（予約丌要・無料）
・各種作業や打ち合わ
せ場所として利用
できます

Ｑ5

②カラーコピー機（有料）

他にはどんなサポート
をしてくれるの？

・白黒（10 円/面）
・カラー（50 円/面）
・利用者用パソコンから印刷
ができます
・USB が使用できます（印
刷、データ取り込み）

①各種相談・受付

③印刷機（有料）

③各種事業

・製版（50 円/面）
・印刷（10 円/５０面ごと）
※用紙はご持参ください。

・団体の懇談伒や活動発表伒な
ど他にもさまざまなサポー
トや事業を行っています！
詳しくはスタッフにお問い
合わせください！

・新たに公益活動を始めたい方の相談受付や
団体への紹介などを行っています！

②パソコン相談室（予約丌要・無料）
・原則、毎週火・土の
１０時から１２時まで実施

④利用者用パソコン（無料）

さぽせんにくるなら
まさに！

・インターネットも閲覧できます

⑤その他（無料）
・ラミネーター
※ラミネーターフィルムはご持参ください
・ペーパーカッター など

今でしょ！

編 集 後 記
先日、世界遺産になった富士山を日帰り登山してきました。サポートセンターは、利用者も増え、
周知されてきましたが、もっともっと活用していただきたいと思います。また、今回は、新たに運
営委員に加えスタッフも紹介させていただきました。健康プラザの工事も終わり、サポートセンタ
ーも来所しやすくなりました。来所時、スタッフに気軽に声をかけてください。少しでもみなさん
とのかけ橋になればと思っています。（M.O）
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