東海市立市民活動センター

センターだより

２００９年
１０月１日

創刊号

この度、東海市立市民活動センターでは、少しでもみなさんの活動のお役に立ちたいとの思いから、
センターだよりを創刊することになりました。活動センターをご利用のみなさまに役立つ情報をどんど
ん発信していきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

第４回活動センター
回活動センター利用者
センター利用者のつどい
利用者のつどい開催
のつどい開催します
開催します
いつもたくさんの方々にご出席いただいている第４回利用者のつどいを、下記の要領で開催します。み
なさまのご参加をお待ちしております。
日

時 平成２１年１０月２９日（木）１３：３０～１５：３０

場

所 市民活動センター

講

師 岡本 一美さん（特定非営利活動法人 地域福祉サポートちた 事務局長）

内

容 ・『活動ファイル作成の意味と活用法』
・参加者による各団体の活動 PR の発表
・交流会（マッチングの場として）

申込先 市民活動センター
ＴＥＬ／ＦＡＸ

０５６２－３２－３４００

E-mail：shimin-c@ma.medias.ne.jp
締切日 平成 21 年 10 月 26 日（月）
■第３回利用者のつどい

「簡単ホームページ
簡単ホームページ作成講座
ホームページ作成講座」
作成講座」が開催され
開催され、
され、利用登録団体ホ
利用登録団体ホ-ムページが
ムページが増えました！
ました！
初めてのホームページ作りに、参加者の皆さんも楽しく、時には悪戦苦闘（笑）しながら一生懸命講座を受け
ていました。※当センターにお越しいただければ、いつでも皆様の団体紹介ページ作成のお手伝いをさせてい
ただきます。
無料でホームページが作
れるなんて、感激！

何時でも･何処でも更
新や編集ができるっ
て良いよね。

仲間づくりにこのホ
ームページが役立つ
と嬉しいな

■第 2 回利用者のつどい

「みんなで考
みんなで考えよう！
えよう！New Center」
Center」のご意見
のご意見を
意見をまとめました！
まとめました！
６月２５日（木）第 2 回利用者のつどいを開催し、
New Center についてグループワークを行いました。
＜主な意見＞
意見＞

●パソコン操作、スキルアップ講座をどんどんやってほしい
●他の団体の活動情報がほしいので、活動団体の展示スペースがほしい
●活動センター祭りがあったらいいと思う
●ホームページにリサイクルコーナーを設けて、機材の有効活用ができるようにしてほしい
●団体交流のできる場がほしい
●無線 LAN を使いたい
●まちの物産展示
●フロアーでちょっとした演奏ができて来館した人に聞いてもらえるスペースがあると良い
●市民活動の専門家が常にいると良い
たくさんの貴重なご意見ありがとうございました。

“市民活動センター
市民活動センター”
センター”との出会
との出会い
出会い！から
☆☆☆HP
☆☆☆HP を創るまでに進化
るまでに進化？
進化？した シニアクラブ東長口・
東長口・あづま
あづま会☆☆☆
「“市民活動センター”といって、コピーを割安にできる所が横須賀にあるそうだよ！」と、あ
る人に聞かされた。早速、建物を探しながら出向き、「利用者登録証」を手にしたのであった。今
から 3 年ほど前のことである。
その後、年 1 回発行の“総会資料”とか、毎月発行している会の機関誌“あづま会”など、枚
数の多い印刷物には殆ど活用している。
さて、昨年の春頃、当会の歴史書“30 年の歩み”を発刊しようとの提案があった。その原稿が
ほぼ固まりつつあった年明けのこと、完成度が高まるにつれ印刷が気になり出した。“A3 判両面
カラー”の原稿。印刷は何処でできるのか、費用は如何ほど要るのか、まさしく“泥縄式”である。
そこで相談したのが、いつも活用している“市民活動センター”である。印刷方法、予算規模な
ど輪郭が視えてきた。更なるアドバイスは、知多信の「夢サポート」への応募で、経済支援をして
もらおうという勧めであった。一瞬驚いた、そんな手法があるのだ！と。結果は、首尾よく合格、
印刷費が調達できたのである。この１０月にも印刷の運びである。
このように、印刷の場を提供するばかりか、困った場面
に遭遇した時のアドバイスであったり、スキルアップ講座、
ホームページ開設など幅広い企画が、シニアクラブ所属の
私の“生きがい”を変えてしまった！そんな印象さえ持つ
今日この頃である。
良きアドバイザー“市民活動センター”に感謝々々！

登録団体さん紹介！

特定非営利活動法人 新青樹さん
元気！勇気！新青樹！
新青樹さんは若者にとって居心地のよい地域・魅力ある地域にすることをめざし、主にこんな活
動をしています。

☆若者の
若者の活動の
活動の場････やりがい！Doing 事業《イベントや講座の企画運営など》
若者が
しめる････楽しい！Serving 事業
☆若者
が楽しめる
《若者スポットの開拓や若者向けのイベントの企画運営など》
☆若者が
事業
若者が地域に
地域に目を向ける････地域を！Volunteering
ける
《地域の防災、環境、行政に関する啓発など》
☆若者が
若者が働く････働く！Working 事業《プレーパークの運営など》
週末、
週末、プレーパークで
プレーパークで働いてみませんか？
いてみませんか？

プレーリーダー・
プレーリーダー・世話人募集
“子どもが自由に遊びをつくり見つけ”のびのびと
遊べるように禁止事項をなくした「
「自分の
自分の責任で
責任で自
由に遊ぶ」冒険遊び
冒険遊び場＝プレーパークで、遊び場の
プレーパーク
整備や、子どもを見守ったり話し相手になったり、子
どもに事故あるときは適切に対処したりするプレー
リーダー・世話人を募集しています。
《活動場所・活動日・活動時間》
そうりプレーパーク
プレーパーク･･･金 9 時～15 時
●そうり
そうり
プレーパーク
土･日 9 時半～17 時半

【会員・
会員・寄付の
寄付の募集！】
募集！】
新青樹さんは、一緒に活動してい

（知多市佐布里緑と花のふれあい公園）

ただくと同時に会の運営にも参加い

●プレーパーク
プレーパークらんらん
9 時～17 時
プレーパークらんらん･･･金･土
らんらん

ただける正会員さんや、会の趣旨に

（東海市中ノ池公園）

は賛同するけれど活動まではという

※どの曜日、一日でも受け付けます。

方には活動を応援していただける寄

※賃金･
賃金･条件等詳しくは
条件等詳しくは下記
しくは下記へ
下記へ問い合せてください。
せてください。

付を募集しています。

若者の
若者の居場所づくり
居場所づくりＮＰＯ
づくりＮＰＯ・・・
ＮＰＯ・・・しんせいき
・・・しんせいき

特定非営利活動法人
〒477-0031

新青樹

愛知県東海市大田町下浜田１０２番地

どんでん広場 TEL/FAX

支援いただけます方には、会報や
各種イベント情報などをお送りしま
す。

0562-22-7003

法人設立 5 周年を
記念して、ロゴマー
Ｅｍａｉｌ shinseiki@kwne.jp

クを制定しました。

絵 本 が 入 り ま し た
☆「おんぶはこりごり」 アンソニー･ブラウン作 藤本朝巳訳 平凡社
☆「おとうさんがおとうさんになった日」 長野ヒデ子 童心社
☆「いろいろかぞく」 ドット・パール作 穂村弘

フレーベル館

☆「でんちがきれた･･･じいちゃんのひみつ･･･」 斉藤好和 社団法人生命保険協会
☆「家族で楽しむ絵本とあそび」 社団法人生命保険協会
活動センター書庫には、｢男女共同参画｣「まちづくり」関連を中心とした書籍やビデオが
揃えてありますが、
“もっと気軽に子どもを連れて活動に励めるように”と、絵本が寄贈さ
れました。当センターの図書は貸出もしていますので、たくさんの方が来館され、本をご
利用されますことをお待ちしています。

１７１ 体験講座

市民活動センター
市民活動センターだより
センターだより創刊
だより創刊にあたって
創刊にあたって
開催しました

市民活動センター長 磯部秋廣

とうかい防災ボランティア・ネットによる災害用伝
言ダイヤル「１７１」体験講座が平成２１年９月４

市民活動センターを開設してから、３年半が過

日に開催されました。大勢の方々に参加していただ

ぎ、HP、メルマガに続き、利用者団体の情報発

き、いざという時に私達がどのように対処すべきな

信の第３のツールとして、市民活動センターだよ

のか、体験を通じて考えさせられる講座でした。

りを発行することとなりました。
団体の活動支援の一助となるよう、市民活動セン

毎月１日に

ターのスタッフが工夫をこらしてまいります。利

体験できる

用者団体の情報発信のみならず、交流・情報交換

のか・・・

などに活用されることを期待しています。

編集後記

秋秋秋秋もももも深深深深まってまいりました。。。。

センターだより創刊号はいかがでした

でしょうか？？？？

スタッフがない知知知知恵恵恵恵をしぼり試行錯誤

してつくり上上上上げました。。。。

センターだよりに関関関関してご意見・・・・ごごごご要要要要

望望望望がありましたらどしどしお寄寄寄寄せせせせ下下下下ささささ

いいいい。。。。

これからもどうぞ東海市立活動センタ

ーーーー発信ののののセンターだよりをかわいがっ

てくださいね！！！！

■発行 東海市立市民活動センター
東海市立市民活動センター
■住所 〒４７７－
４７７－００３４
東海市養父町北反田４１
東海市養父町北反田４１番地
４１番地（あいち知多農業協
あいち知多農業協
同組合横須賀支店３
同組合横須賀支店３階）
■電話/FAX
電話/FAX ０５６２－
０５６２－３２－
３２－３４００
■開館時間 午前９
午前９：００～
００～午後９
午後９：００
■休館日 12 月 29 日～翌年 1 月 3 日
■E-mail shiminshimin-c@ma.medias.ne.jp
c@ma.medias.ne.jp
■ホームページ
http://www.medias.ne.jp/~shiminhttp://www.medias.ne.jp/~shimin-c/

