
★区・自治会でも
センターを利用で
きますか？

⇒市民活動ブース
や印刷機（有料）、
紙折り機等も利用
できます。（登録
が必要です。）

とみさと市民活動サポートセンター
Ｌｅｔｔｅｒ
Ｎｅｗｓ

2016年3月1日にオープンした『とみさと市民活動サポートセンター（略称
とみさぽ）』が、開所2か月間（４月末現在）で、来所者1,100名を超えまし
た！これからも市民活動の新たな拠点として活用してください。
利用している方に一番喜ばれているのは、無料で使用できる「市民活動ブー

ス」です。ふらりと来やすい雰囲気なので、「ちょっと寄ってみたよ。」と
笑顔を見せてくださる方が多いからです。
「どこに相談すればいいのか分からないのだけど…。」と来られる方に、何か
1つでもお伝えできればと、情報収集にも力を入れています。市内で活動して
いる団体はもちろん、助成金、イベント、学校、他自治体の情報を掲示してい
ますので、「何か面白い事ないかなぁ。」と気軽に立ち寄ってください。

場所や情報を提供するだけではありません。
サポートセンター主催のイベントも、順次開催していきます。
4月25日には、多くの団体さんの悩みとなっている、資金調達セミナーを行

いました。富里市の「市民活動支援補助金」の平成２８年度第２次募集開始前
ということで、多くの団体が出席しました。

これからも「メカラウロコ」シリーズとして活動団体の運営に役立つセミ
ナーを企画していきます。「こんなことを知りたい！」というお声、お待ちし
ております！

★退職後、時間が
できたので何かボ
ランティアをして
みたいのですが…。

⇒たくさんの団体
情報をセンターに
掲示してあります。
一度見に来てくだ
さい。
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満開の桜の下で行われた「第１回里やま塾。谷津の春を
つまみ食い」。野草に精通したメンバーから食べられる
野草、食べられない野草についてのお話を伺い、いざ！里山へ！
幼児から大人まで４０名ほどの参加者が天神谷津(てんじんやつ)を散策しながら実際の野草を

観察したり、子どもたちはニホンアカガエルやサワガニを手に取りドキドキ、ニコニコ。
散策後は野草を使った料理を作っている隣で大人も子どももスタッフに教えてもらい

ながら、みんなでパチンコ作りを楽しみました。自分で作ったパチンコでの的あてゲーム
では、もしかしたら大人のほうが真剣になっていたのではないかと思うほどでした。
ひとしきり遊んだあと、この日のメインテーマ‼野草のつまみ食い。タンポポやつくし

ドクダミの天ぷら、ヤブカンゾウの酢味噌和えなどをいただきました。
調理した野草は思ったより癖もなく子ども達も箸を進めていました。
年間５回開催予定の「里やま塾」。
次回は６月４日（土）「古代米の田植え体験」です。

問合せ先 代表 草野孝江 ＮＰＯ富里のホタル事務局まで

HP→http://tomisatono-hotaru.com/
０９０－６０１６－８５４８（岡本）

特定非営利活動法人
NPO富里のホタル

富里にプレーパークを
つくり隊

うららかな日和に恵まれた４月１０日。富里の南部、高野
（こうや）にある「白幡神社」周辺で「プレーパークを作ろう
Part１！」が行われました。（毎月第２日曜開催10時～12時）
「自分たちが使うところは自分たちで作る！」と、会場とな

る場所は、はじめは草がボーボーの荒れ野原。不法投棄された
昔のごみもほじくり出してみんなでキレイに。ときには見たこ
とのない虫や青大将にも遭遇。自然がいっぱいワクワクの里山
です。
「これからここで遊ばせていただきます。みんな元気で遊べ

ますように。」・・・周辺の片付けを済ませ神社にお参り。
『ケガと弁当は自分持ち』と、なるべく自由に遊ばせる。
子どもたちは遊びの中から気づきを見つけ、大人も環境の大切さ
に気づく。近くにいても、富里を離れても、この里山が心のふる
さとになるように。

次回は６月１２日（日）富里中央公園にて「体であそぼう！」です。
問合せ先 代表 高木菜穂子 080-8816-8577 富里にプレーパークをつくり隊まで

団 体 の活動に
おじゃましました！

（富里市中沢221）

Facebook→https://www.facebook.com/tomisatoplaypark
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第一回～活動資金づくり～
4/25(月)NPOクラブ 代表理事 牧野 昌子さんを講師に、市民活動ブース内で開催しました。

市内の市民活動団体9つ、計14名が参加しました。

Point！☆セミナーの中身をちょこっとだけご紹介☆

◆最重要なのは資金を使う目的
子どもがお金をもらうときに理由や使いみちを聞きますよね？それと同じで、助成団体も、申請の目的を

詳しく聞きたいんです。

◆申請書は書式を厳守
助成団体によっては一日に200件の応募用紙を審査する場合も。

計算間違い、誤字・脱字がないように。最低限のマナーです。要点を簡潔に、小説のように書かないことがベスト。

◆書面はみんなで赤ペン先生
書き終えた書類は必ず、所属団体の人、もしくは全く団体とは関係のないお友達に確認してもらいましょう。助

成団体でも、知らないことがあります。優しい文章で的確に。

◆助成金は『不足しているから出す』のではなく、『よりいっそう、活動成果を出すため』
に出るもの。
『とみさとのまちづくり』をしたい、この活動を通して富里をより一層良くしたい。そんな活動に対して支援する補助

金が市の『市民活動支援補助金』です。活動に対して出すものなのでサークルでも利用できるかも？

参加してみて… ～アンケートまとめ～

円滑な運営の
ヒントが得られた

小規模で家族的な
雰囲気の中で受講
できてよかった

改めて補助金、
助成金のしくみ、
また申請する時
のポイントなどが
良く理解できた。

次回の
メカラウロコセミナーは

8月22日（月）10時～12時
参加費：無料

「アピール力のあるチラシづくり」（仮）

●どんな情報を載せたらいいの？
●見やすいチラシって？
●もっと上手につくりたい！
●人が集まるチラシづくりにトライ！

実際に使用されているチラシを持ってきて、どんな
印象を受けるか、など話し合うグループワーク付き
です！これで一気にグレードアップしましょう！
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編集後記
３月１日にオープンして２ヵ月が経ちました。
魅力ある情報を沢山お届けしなくては！との

思いで発行したニュースレターです。
毎号２団体ずつ取材に伺い、市民の皆さんの

声や活動状況などを発信していきます。どしど
し情報を取りに伺いますので、皆さんよろしく
お願いします！

サポートセンターからのお知らせ

団体名 活動内容・場所 活動日

日本スポーツ
吹矢協会富里
支部

代表:松永
(090-4013-
8816)

スポーツ吹矢大会
（東京都体育館）
スイカロードレースボランティア
（富里南中学校駐車場）

6/8

6/26

青柳杯スポーツ吹矢大会
（墨田区総合体育館）

7/15

明るい社会
づくり運動
富里明社

代表：田中
(0476-93-
8016)

アダプトプログラム
里親道路

（雨天中止）

毎月第２月曜
午前9時～

10時

老人ホーム九十九荘
（雨天中止）

毎月第３月曜
午前9時～

10時半

末廣倶楽部
敷地内整備作業
（閉鎖時・雨天時中止）

毎週月・木
（午前中）

日吉台小学校区
交通安全推進委員

代表:川分(ｶﾜｹ)

(0476-93-
5408)

街頭監視・保護・誘導活動
（日吉台小付近の交差点）

毎週月～金
午前7時半

～8時

きょうざん会
代表:湯本(090-
4612-4212)

きょうざん塾
（福祉センター・浩養小学校・
北部コミュニティセンター）

8月上旬
計5日間

（午前中）

ＮＰＯ法人

子供らと歩む
親の会
代表:鈴木
(090-7219-
7377)

スイカロードレースボランティア

成田ふるさと祭り模擬店出店

6/26

8/20,21

空き缶リサイクル 6月・9月

パソコンカフェ

it塾
連絡先:小川
(080-4429-
4845)

HP講座
6月14日は名刺作成

第１・3木曜
第2・４火曜
1時半～4時半

富里第一地区
社会福祉協議会

すくすくひろば
福葉苑 夏祭り

6月23日
7月9日

配布先：市内公共施設発行部数：2500部

次回は ９月予定 （年４回発行です）

※５月の活動・詳細については、各団体にお問い合わせください

◉ 午 前 9 時 ～ 午 後 5 時
※金曜日のみ、ご予約いただければ
午後９時まで利用可

◉ 毎 週 水 曜 日 ・ 日 曜 日 ・ 祝 日
年末年始・お盆

＜連絡先＞とみさと市民活動サポートセンター
〒286-0292 千葉県富里市七栄652番地１
（富里市役所敷地内 すこやかセンター1階）
■TEL／FAX：0476-93-4123
■Ｅmail：tomisapo@bz04.plala.or.jp

■Facebook「とみさと市民活動
サポートセンター」

開所時間のご案内

休 館 日

登録団体活動スケジュール夏休み！小学生ボランティア体験！(全5日間)

＜7/25（一日目）＞
■高齢者・障がい者疑似体験（福祉マークを覚えよ
う！）
＜7/26～30（二日目）＞
Ａ：図書館で書籍配架体験 7/26
Ｂ：障がい者福祉施設で掃除、あそび体験 7/26
Ｃ：高齢者福祉施設でお手伝い・ﾌﾗﾀﾞﾝｽ体験 7/27
Ｄ：ＥＭ菌を使った石けんづくり 7/28
Ｅ：文化財の保全活動、畑のお掃除・植物観察 7/28
Ｆ：日本語の習得支援・国際交流 7/30

※募集期間(6/15～7/15)※

問い合わせ：とみさと市民活動サポートセンター
※休所日（水曜日）は市民活動推進課へ

(0476-93-1117)

↑次号(9月予定)に掲載する情報をお寄せください。↑

２月に行われた「市民活動フェスタ」で、陶芸サークル「かづん」
での作品を取りに来ていない方は連絡ください。

０９０－９９６２－２０４６ 小暮さんまで
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