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（運営 : ざま市民活動応援広場）
住所 ： 座間市緑ケ丘 1-1-1(ざまｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗ
ＴＥＬ ： ０４６－２５５－０２０１
ＦＡＸ ： ０４６－２５５－３２４３
E-mail ： ss-zama@feel.ocn.ne.jp
ＵＲＬ ： http://zamat.genki365.net/

座間市のまちづくりに貢献する活動を表彰します
座間市民活動サポートセ
ンターに登録している市民
活動団体はまちづくりに繋

まちづくり大賞

がる社会貢献活動に励んで
います。このたび、当センタ
ーは座間市の節目となる市

座間市民活動サポートセンター
座間市市制施行５０周年記念事業

制施行 50 周年を記念して、
その活動を表彰するととも
に団体の更なる基盤強化を
支援することで活動の継続
の糧になることを目的とし
ます。

【応募できる団体】サポートセンター登録団体（令和 2 年 9 月までに登録かつ令和 3 年度登録更新必須）
【対象となる活動】団体が行ってきた活動について、まちづく
りへの貢献度が高く、今後も継続的な発展
が期待できる内容であること
【申込み締め切り】2021 年５月 28 日（金）
【１次審査】書類選考
【市民投票】2021 年 9 月 14 日（火）～16 日（木）

座間市マスコットキャラクター

座間市民活動サポートセンター

「ざまりん」

オリジナルキャラクター「さぽりん」

【２次審査】市民投票を参考にして、賞を審査・選考する

1 次審査を通過した登録団体は、市民投票のために活動やＰＲ等のパネル展示を行います。市役所 1 階
市民サロンで展示の予定です。来庁者のみなさまには、応援したい活動に投票していただきます。たくさ
んの参加をお待ちしております。座間を素敵なまちにしましょう！
※入賞団体には賞状・副賞の他、投票期間終了後にサポートセンター及び、ふるさとまつり時にサポート
センターブース内でパネル展示を行います。

チラシのつくり方
オンライン講座 開催決定！

通信がリニューアルしました
このたび、情報誌「ざまっと通信」が 50 号を

【と

迎え、表題のロゴを一新いたしました。

き】2021 年 5 月 16 日（日）

チラシを作成する際のポイントやヒント

春夏秋冬の 4 バージョンありますので、次回

を知りたい方はぜひご参加ください。

以降の通信もご期待ください！ これまで同様、

詳細は
次のページへ

変わらぬご愛顧をよろしくお願いいたします。
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こんな時だからこそできること！

チラシ のつくり方 オンライン講座
新型コロナウイルス感染拡大防止により、人と人とのコミュニケーションの場が制限され、活動へ
のモチベーションも下がっているかもしれません。しかしこんな時だからこそ、前向きに団体チラシ
を作って活動再開に向けて準備をしておきませんか？広報効果抜群のヒントや注意点を学びましょ
う！どうぞお気軽にお申込みください。
【と

き】2021

年 5 月 16 日（日）10：30～12：00

【対

象】市民活動・地域活動に興味があり、チラシのつくり方の基礎を学びたい個人または団体の方

【ところ】オンライン（Zoom）開催のため、ご自宅などから参加
※インターネットが繋がるパソコン、タブレットなどで

基本が大事！

マイク、カメラが使える環境をご用意ください
【定

員】20 名（申込順）

【参加費】無料
【講

師】照山 倫広 氏（ざま市民活動応援広場

理事）

【申込み】5/7（金）までにメールにて申込み
件名に「チラシのつくり方講座申込み」
、
本文に氏名、団体名、電話番号を記載し、
ss-zama@feel.ocn.ne.jp へ
QR コードからも申込みできます▶
＊参加者には３日前までに参加 URL をお送りします。

【Zoom 参加のしかた】

＊既存のチラシをお持ちの方は、事前にサポートセン

使用予定の端末で当センターから届くメ

ターまでご提出ください。講師が講座内容の参考に

ール内の参加 URL を開き、 前日までに

させていただきます。

Zoom アプリをインストールしてください。

＊講座終了後にミニ交流会も予定しています。お時間

当日は URL をクリックするだけで講座に
参加できます。

のある方はぜひご参加ください。

日本郵便年賀寄付金

助成金説明会のお知らせ
日本郵便株式会社年賀寄付金事務局の担当者に来ていただき、申請書の書き方、申請上のポイント
についての助成金説明会を開催します。詳細は決まり次第、情報サイト「ざまっと」に掲載します。
【と

き】2021 年６月 13 日（日）

10：00～11：30 【参加費】無料

【対

象】原則、法人格を持つ座間市の市民活動団体

【ところ】ざまコミュニティプラザ 2 階 81 会議室
【定

員】10 名程度（申込順）

【申込み】来所または電話で当センターへ
※締切

5/31（月）

【助成金】年額 500 万まで
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わが団体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。

神奈川県央中高年齢者
野球愛好会

座間安全・安心推進会

座間市から倒木事故を無くすことから始ま

各地区の中高年齢者のチームの皆さん、年齢

りました。座間市の街路樹や公園樹の多くが

に応じた軟式野球を一緒にしませんか。他の地

樹齢 50 年以上のため、病気（ベッコウタケ等）

域のチームと共に、幅広く楽しむ野球と健康作

に感染する危険が増しています。木々の感染

りが出来ます。ご一報ください。待っています。

状況を早期に知り倒木対策を行うことが重要

活動場所：市内外球場（富士フイルム球場、

です。また、道路、公園等の異常を調査し、関

秦野中栄信金スタジアム 他）

係部署に連絡して対策を実施しています。

活動日時：中高年の部…(日) 還暦の部…(土)

活動場所：座間市内全域

古希の部…(水)

日時：随時実施

9：00～17：00

サポートセンターに
登録しよう！

G 古希の部…(金)

最新の情報が「ざまっとガイド」に

掲載可能な登録更新期限
2021 年 4 月 30 日（金）15：00

団体登録の新規申請は年間を通して随時受け付けていますが、上記の期日までに登録が完了すると
2021 度版の情報誌「ざまっとガイド」
（6 月頃発行予定）に団体情報が詳しく掲載されます。
この「ざまっとガイド」はこれから新しいことを始めたい、スキルや経験を活かしたい、ボランテ
ィアがしたい、などといった方に大変好評をいただき、ご活用いただいています。
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
体情報が掲載されます。また、サイト利用登録をすると団体自ら日頃の活動や
イベント情報を発信できます。
登録申請用紙はサポートセンターのほか公共施設窓口で配布
しています。
サイト「ざまっと」からダウンロードも出来ます。
※ご不明な点は、サポートセンターまでお問い合わせください。
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（2020 年度版）

事務局からのお知らせ
新型コロナウイルス感染症対策

サポートセンター登録数・利用者数
2021 年 2 月 28 日現在
登録団体数
： 186 団体
サイト「ざまっと」利用団体： 139 団体
利用者数累計
： 1865 人
（2020 年 4 月から）

～私達一人ひとりにできること～
新型コロナウイルス感染症の予防には、私
達一人ひとりが、自分にできることを考えて
生活することが大切です。
サポートセンターでも職員のマスク着用、

ボランティア保険のお知らせ

手指の消毒、検温などの対策を行っています。
来館者の方にもご協力をお願いしています。

(座間市ボランティア活動補償制度)

感染しない！させない！という気持ちで予

市ではボランティア活動を安心して行っていただく

防対策をしましょう。

ため、保険をご用意しています。ボランティア活動中
の自分や他人のケガ、物を壊してしまったときは市
にご相談ください。（事前申込み不要）
★市外の方も、主に座間市で活動していれば適用
可能。
★有償ボランティアは適用されません。
※ボランティア活動とは…自由意志のもとに行う継
続的、計画的かつ公益性のある直接的活動のこと
【詳細についての問い合わせ先】
市民部市民協働課市民活動係

お知らせ

電話 046-252-7966(直通)

つぶやき
令和 2 年はコロナコロナで明けくれた。令和３年こそは感染が収束すると望んでいたが、コロナは
一層猛威を振るってきている。人々は、集まりや外出の自粛をずーっと強いられている。在宅勤務に
在宅授業、いつの間にかそんな生活に慣れてしまったような感じがぬぐい切れない。まさか、このま
まこんな生活が続いていくのだろうか？社会はこんな状態で済んでしまうのだろうか。新しい世の中
に変化していくのだろうか。新しい生活様式が生まれてくるのだろうか。今までラッシュに揉まれて
学校や会社に通い続けた毎日は何だったんだろう・・・。このつぶやきが皆さんの目にふれる頃はコ
ロナが収束してサポセンの利用が全開になっていることを願って止まない。（コケ）

編 集 ・ 発 行

座間市民活動サポートセンター（運営

: ざま市民活動応援広場）

開館時間 9：00～17：00
休館日 火曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、１２月２９日～翌年１月３日
住所 〒252-8566 神奈川県座間市緑ケ丘 1-1-1 ふれあい会館 1 階（ざまコミュニティプラザ）
ＴＥＬ ： ０４６－２５５－０２０１
E-mail ： ss-zama@feel.ocn.ne.jp
ＦＡＸ ： ０４６－２５５－３２４３
HP
： http://zamat.genki365.net/ 情報サイト「ざまっと」へ▲
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