
    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表紙表紙表紙表紙でででで振振振振りりりり返返返返るるるる 1111 年年年年    

あんなことあんなことあんなことあんなこと、、、、こんなことこんなことこんなことこんなこと、、、、思思思思いいいい出出出出してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

表紙絵表紙絵表紙絵表紙絵：：：：望月則男望月則男望月則男望月則男さんさんさんさん（（（（センターセンターセンターセンター    サポーターサポーターサポーターサポーター））））    

[拠点やまと]スタートにあたり、みんなで支える 

センターをイメージして描いていただきました。 

大和市に寄贈された絵が大和市立図書館に

展示されています。その中の絵を 4 枚お借りし
て、表紙絵に使わせていただきました。 

今今今今からからからから 18181818 年年年年ほどほどほどほど前前前前（（（（1991199119911991 年年年年））））のののの大和市大和市大和市大和市のののの    

街街街街のののの姿姿姿姿・・・・4444 回回回回シリーズシリーズシリーズシリーズ 

［ 8 月］大和駅付近 

［ 9 月］泉の森秋色 

［10 月］南林間二条道り 

［11 月］緑地帯 

やまとのやまとのやまとのやまとの風景風景風景風景たちたちたちたち 4444 回回回回シリーズシリーズシリーズシリーズ    

［12 月］南林間/菊池内科クリニック 

［ 1 月］ 上草柳/台湾亭 

［ 2 月］ 福田/住宅地の中のミニ牧場 

［ 3 月］ 上和田/薬王院 

 

表紙絵表紙絵表紙絵表紙絵：：：：ノースアイランドノースアイランドノースアイランドノースアイランド 2222 号号号号さんさんさんさん（（（（大和市職員大和市職員大和市職員大和市職員））））    

5555 月月月月（（（（第第第第 16161616 号号号号））））    
6666 月月月月（（（（第第第第 17171717 号号号号））））    

7777 月月月月（（（（第第第第 18181818 号号号号））））    

8888 月月月月（（（（第第第第 19191919 号号号号））））    

9999 月月月月（（（（第第第第 20202020 号号号号））））    

10101010 月月月月（（（（第第第第 21212121 号号号号））））    
11111111 月月月月（（（（第第第第 22222222 号号号号））））    

12121212 月月月月（（（（第第第第 23232323 号号号号））））    

1111 月月月月（（（（第第第第 24242424 号号号号））））    2222 月月月月（（（（第第第第 25252525 号号号号））））    

３３３３月月月月（（（（第第第第 26262626 号号号号））））    

［5 月］センターの“ひよこ”たちを育てる 

イメージを表現してくださいました。 

［6 月］海は楽しい、山も楽しい。 

［7 月］夏の思い出、たくさんつくろ。 

表紙絵表紙絵表紙絵表紙絵：：：：田中清隆田中清隆田中清隆田中清隆さんさんさんさん（（（（画家画家画家画家））））    

表紙絵表紙絵表紙絵表紙絵：：：：柴田柴田柴田柴田    豊豊豊豊さんさんさんさん((((大和市職員大和市職員大和市職員大和市職員))))    

4444 月月月月（（（（第第第第 15151515 号号号号））））    

－１－ 

ふりかえりふりかえりふりかえりふりかえり号号号号    2009200920092009 年年年年 3333 月月月月 30303030 日発行日発行日発行日発行    

「「ああのの手手ここのの手手」」はは毎毎月月１１回回  

              発発行行ししててききままししたた。。 



 

    

                                                   

                                                   
 
 
 
                                                  
 
                                                                         

 

                                                                     
                                                                  

                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「あの手 この手」ふりかえり号 発行日・2009 年 3 月 30 日               発行・ 大和市大和市大和市大和市民活動民活動民活動民活動センターセンターセンターセンター    拠点拠点拠点拠点やまとやまとやまとやまと 

大和市民活動大和市民活動大和市民活動大和市民活動センターセンターセンターセンター      ＜開館・月～土 ９：００～１８：００＞                                                    
〒２４２－００２１大和市中央１－５－１                             e-mail： yamato@ar.wakwak.com   
ＴＥＬ：０４６－２６０－２５８６  FAX： ０４６－２０５－５７８８               URL:URL:URL:URL:    www.kyodounokyoten.comwww.kyodounokyoten.comwww.kyodounokyoten.comwww.kyodounokyoten.com    （（（（←←←←新新新新しくなりましたしくなりましたしくなりましたしくなりました）））） 

1.1.1.1.ドアをドアをドアをドアを開開開開けたらまずけたらまずけたらまずけたらまず右側右側右側右側にににに注目注目注目注目！！！！    

上段壁面には市民活動団体約 50 団体のからのメッセ

ージ。下段は 70 の枠に「あの手 この手」「エスニック・ねっ

と」、大和市からのお知らせ・案内などがぎっしり。 

掲示チラシはできるだけ A4 サイズ縦に揃えていただい

て、透明ファイルに 2,30 部差し込み掲示。団体入会のお

さそい、スタッフ募集、セミナー、フェスティバルなどのイベ

ント情報が常にてんこ盛りです。 

2.2.2.2.そしてそしてそしてそして次次次次はははは左側左側左側左側をををを。。。。新聞新聞新聞新聞などなどなどなど切切切切りりりり抜抜抜抜きききき記事貼記事貼記事貼記事貼りりりり出出出出しコしコしコしコ

ーナーをーナーをーナーをーナーを設置設置設置設置。。。。    
貼貼貼貼りりりり出出出出しししし賞味期限賞味期限賞味期限賞味期限はははは 10101010 日間日間日間日間のののの新鮮情報新鮮情報新鮮情報新鮮情報ありありありあり。。。。    

さまざまな市民活動に役立ててほしいと「センター」から

の情報提供のひとつとして、まずは小さいサイズで去年の

5 月頃から出発しましたが、現在は左右 90 ㎝×天地

120cm のコルク板に成長。日々[拠点やまと]メンバーが記

事情報を切り抜き、これはと思った記事は拡大コピーし

て、貼っています。主な情報ソースは次のとおり。 

神奈川新聞、タウンニュース大和版、リベルタ、相模経済新聞 

毎日・朝日・読売新聞等の主に県央版等 

    

 

☆☆☆☆    今年度登録今年度登録今年度登録今年度登録したしたしたした団体団体団体団体    ☆☆☆☆    

登録団体 40 団体   

現在の登録総数 268 団体になりました。 

月末配信のニュースレターで団体名、活動内容をお知らせしています。 

残念残念残念残念ですがですがですがですが…………    

  登録取消をした団体 7団体 

☆☆☆☆    ありがとうのありがとうのありがとうのありがとうの 1111 年年年年    ☆☆☆☆    

ボランティアの創出事業として、「夏休み子どもイベント」、「サポート

ハウス ワン・ピースの子どもたちとの交流会」に、たくさんのボランティ

ア参加がありました。おかげで、それぞれのイベントを無事に終了する

ことができました。ありがとうございました。 

その後、まごころ地域福祉センターやグループホームなどでの高校

生のボランティア活動が盛んになり、3/28(土)現在、以下の実績となり

ました。     

高校生ボランティア 46 日間 173 人 

大人ボランティア    5 日間  21 人 

 

☆☆☆☆    数字数字数字数字でででで見見見見るるるる 1111 年年年年（センター利用状況） ☆☆☆☆         

2008 年度  4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 合計 

来館者 587 586 555 660 538 652 702 3,052 635 571 641 9,179 

会議室利用 43 42 41 59 44 51 58 40 45 44 43 510 

印刷機等利用 57 45 50 47 33 46 47 39 36 40 36 476 

（開館日数累計：282日） 

３３３３．．．．「「「「センターセンターセンターセンター」」」」歩道沿歩道沿歩道沿歩道沿いにいにいにいに野外掲示板野外掲示板野外掲示板野外掲示板    
ちょうどちょうどちょうどちょうど畳一畳畳一畳畳一畳畳一畳（（（（180180180180 ㎝㎝㎝㎝××××90909090 ㎝）㎝）㎝）㎝）サイズのサイズのサイズのサイズの板板板板にににに「「「「センタセンタセンタセンタ

ーーーー」」」」発信発信発信発信のニュースをのニュースをのニュースをのニュースを貼貼貼貼りりりり出出出出しししし。。。。これこれこれこれ「「「「センターセンターセンターセンター」」」」版壁新版壁新版壁新版壁新

聞聞聞聞ですですですです。。。。スタートはスタートはスタートはスタートは去年去年去年去年 5555 月月月月。。。。    

例えば、掲示板の右手を注目。[FM やまと]毎週火

曜日朝 9：05a.m.もうご存知ですね。「市民活動センタ

ーだより やまとっこ☆みつけた」が On Air されていま

す。既に 67 回目。その日出演した市民活動団体の姿

が当日の午後にはもう写真で貼り出されます。また月

刊広報紙「あの手 この手」の発行予定を表紙を拡大

して貼付。また「連続共育マネージメントセミナー」の

予告、実施後の「セミナー」の様子を写真ニュースの

形で。スポット的なイベントのお知らせも臨機応変に

紹介しています。なお「センター」の Web-Site には掲

示板全体の写真がストックされています。 

 

☆☆☆☆    あれこれあれこれあれこれあれこれ    情報提供情報提供情報提供情報提供したしたしたした 1111 年年年年    ☆☆☆☆    

－４－ 


