令和元年度市民ファンド「ゆめの芽」助成金交付団体選考結果一覧表
ファーストステップコース
№

1

2

事業名

※本一覧表は，高評価順に記載しております。
団体名

視覚障害者向けスマート ブラインドITサ
フォン体験会
ポート相模原

子どもの居場所づくり

事 業 概 要
目的：視覚に障害のある方の情報バリアフリー向上を図り、情報収集力のアップと日常
生活の質と福祉の向上を目指す。
内容：視覚障害者を対象にスマートフォン体験会を実施する。

子ども広場ウェル 目的：すべての子どもたちが夢や希望が持てる社会を目指す。
内容：月に６回程度（毎週水曜日と不定期の土曜日）子どもの学習支援を行う。
カム

目的：地域で開催しているこども食堂（みんなの食堂）を支援することで、食の格差及
びフードロスの削減を図るとともに、地域コミュニティの場をつくる。
フードコミュニティ 内容：農家や一般市民から提供された余剰食材をこども食堂（みんなの食堂）に提供
することで支援を行う。

3

こども食堂（みんなの食
堂）支援事業

4

相模原市古来の植物「ミ
目的：相模原市古来の植物であるミシマサイコを栽培・育成し、普及・啓発を図る。
シマサイコ」の啓発・普
相模原柴胡の会 内容：ミシマサイコの普及講座やサイコフェア、（仮称）麻溝・柴胡花壇の開設・整備とミ
シマサイコの育成・栽培を行う。
及・育成栽培
こどもから高齢者までの
あさみぞみんな
食事と学びを通じての地
のコミュニティ
域コミュニティ事業

目的：十分な食事をとれない子どもや一人で食事をしている子ども、あるいは独居の高
齢者への食事支援などを地域でサポートすると同時に、異世代交流の場を提供する。
内容：麻溝地区で毎月２回の地域交流の場の提供を行う。

6

障害児者の余暇活動の
支援事業

目的：障害児者が互いに育ち合い、成長し、支え合うことができるような余暇活動の充
実を図り、安心して自分のペースで居心地よく過ごせる時間や空間を提供する。
内容：障害児者等が余暇活動の一環として参加できるダンスワークやコミュニケーショ
ンワークを行う。

7

家族介護者（ケアラー）を支
援する場、癒しの場づくり事 ケアラーズ カ
業≪介護うつという病気の フェ モンステラ
認知向上をめざす≫

5

いごこちよか

目的：孤立しがちな家族介護者（ケアラー）をケアすることで主にメンタル面のサポート
を行い、在宅介護の破たんを防ぐ。
内容：ケアラーをケアする居場所をつくり、毎週１回（土曜日）ケアラーとの個での対話
や介護に関する知識と情報を提供する。

決定額(円）

審査会コメント
取組が大きく発展して多くの方々

100,000 が利便性を享受できるよう頑張って
ください。

それぞれのバックグラウンドやネッ

100,000 トワークを活かし活動を発展させて
ください。

100,000

食を通じて地域にコミュニティを創
り上げることができるよう頑張ってく
ださい。

魅力あるまちづくりのひとつのツー

49,500 ルとして更なる普及啓発に努めて
ください。

地域に根付いた活動はとても大切

100,000 ですので更に利用者を増やし活動
してください。

99,000

継続することが重要ですので無理
せず自立を意識した体制づくりを
進めてください。

とても大事な活動ですので自らの

100,000 経験を基にしてゆっくりと活動を続
けてください。

ファーストステップコース
№

事業名

団体名

事 業 概 要

8

特定非営利活動 目的：ソーラーエネルギーを利用した再生エネルギーの知識を一般家庭に普及させる
“アカリプロジェクト”を啓
法人ソーラーラス とともに、世界の未電化地域の解消を目指す。
発、支援する事業
内容：アフリカ人留学生との交流会やアカリプロジェクトの展示を行う。
カルズ

9

目的：地域の大人による絵本と音楽を合わせたイベントを開催することで、子育てを応
援し、多世代交流を促進するとともに、「言葉」を豊かにするために絵本が大きな役割
親子絵本ライブ「絵本
大人も子どもも絵
を担うことを伝える。
夏フェス ＩＮさがみはら」 本の会
内容：絵本セラピストや子どものアトリエ講師（保育士）、ミュージシャンが集まり、五感
に訴えかけ体も心も使って親子で楽しめる絵本ライブを行う。

10

フレイルと認知症の予防
みどりの風
事業

SUN(産)直レストラン(地
11
産地消)

12 CNS Produce

目的：高齢者が社会参加できる場所を提供し、フレイル予防、認知症予防、生きがい
づくりを行う。
内容：ウォーキングや歌声サロンなどの介護予防教室を毎月１回実施する。

野菜ソムリエ
SAGAMI

目的：市民の方が地元の農産物に興味をもち、健康づくりのために野菜を食事に取り
入れてもらう。
内容：相模原産の野菜を活用したランチの調理と販売をし、食事をしながら野菜ソムリ
エ、農家の方との交流をする。

CNS Produce

目的：いじめ等で受けた心の負担を若者が若者による若者に向けた心の支援をするこ
とで心の負担の軽減を目指す。
内容：コスプレを通したイベント等を実施し、同じ趣味の友達や仲間を見つける場とす
る。

高齢者から若人へ「間
NPO法人ようこそ 目的：高齢者であるメンバーの様々な経験を若者に伝える。
13 接」伝達事業「いま にぎ
津久井あごらへ 内容：メンバーの過去の経験などから若者へ伝えたい内容を抽出し、本を制作する。
りしめる夢を」上梓する

ファーストステップコース計

決定額(円）

審査会コメント

100,000

可能性を感じる挑戦ですので地域
で活動する仲間を増やしつつ頑
張ってください。

100,000

読み聞かせの要素・良さを十分に
活かしたイベントづくりに取り組ん
でください。

100,000

同様の活動が各所にありますので
周囲の情報を得ながら活動を工夫
してください。

20,000

活動内容は評価できますがアン
ケート等で活動の効果測定に取り
組んでください。

60,000

理念は理解できますので活動効果
の数値化を意識しながら実績を積
み重ねてください。

50,000

対話的文化を構築という法人の理
念に沿って、本づくりではない若い
世代との対話的な活動を期待しま
す。

1,078,500

ステップアップコース
№

事業名

※本一覧表は，高評価順に記載しております。
団体名

事 業 概 要

300,000

300,000

大切な取組ですが、目標を実現す
るためには戦略を立てることが重
要です。多くの人の意見を取り入
れ、有効な戦略を検討し、活動を
続けてください。

300,000

コンサートは、子どもを含めた参加
型のコンサートを実施できるよう内
容の検討をしてください。情報発信
をしっかりと行い、多くの方が参加
できるよう事業を進めてください。

目的：精神障害者の自己肯定感を高め、他者とのつながりや社会への関わりを広げる
とともに、精神障害を知る機会を提供し、精神保健福祉分野における啓蒙の一助を担
う。
内容：精神障害者が書いた詩と、一般画家がそれをイメージして描いた絵を一緒に展
示するさがみハート展を開催する。

300,000

冊子の販路拡大や賛同者を募る
など収入源を確保し、活動が継続
するような取組を進めてください。
社会的価値の高い活動が続くこと
を期待しています。

目的：チアリーディングを通して、障がいのある子ども達の思いやりや自立、表現力を
育むとともに、障がいのある子ども達がチアリーディングを一つのスポーツとして選択で
きる環境を整備し、競技の普及を目指す。
内容：障がいのあるこども達を対象にチアリーディングの指導を行い、全国大会で発表
をする。

250,000 上がるよう、横への広がりを意識し

目的：多世代が交流できる場づくりと学校以外での社会的な教育機会を子どもたちに
提供できるモデルを作る。
内容：移動図書館車に自然と子どもたちが集まってくるという特性を生かし、高齢者主
催の地域イベント等に貸し出すことで自然と高齢者と子供が交流できる場を作る。

2

コミュニティ・シアター≪こ NPO法人ここ
こdeシネマ≫開催事業 ずっと

目的：視聴覚障害者への情報保障とバリアフリー鑑賞を標準化する地域社会の実現
に寄与する。
内容：①映画に音声及び字幕ガイドの付与を行い、上映会を開催する。②音声及び
字幕ガイドの付与方法を地域で共有する研修会を実施する。③開催の際には地域の
商店街と連携をし、かつ、シアターの存在の普及を図る。

3

一般社団法人
目的：音風景をキーワードに教育・芸術・文化の推進を図るとともに人と人とがよりよい
アコーディオンコンサート
ビッグママ・プロ 関係で共存する社会環境の実現に寄与する。
事業
内容：ワークショップを交えたアコーディオンをベースとした公演を行う。
ジェクト

4

さがみハート展

5

障がいを持つ子ども達の NPO法人
チアリーディングチーム Spitzen
「チャレンジドア」
Performance

さがみハート展
実行委員会

審査会コメント
しっかりとした長期ビジョンを踏まえ
ながら、取り組んでいることが伺え
ます。今までの活動で培った経験
を活かし、今後も活動を続けてくだ
さい。

特定非営利活動
移動型図書館を活用した
法人Class for
多世代交流事業
Everyone

1

決定額(円）

6

発達障がい児の
おやじたちのぶっちゃけ 未来をサポート 目的：発達障害の正しい認識と理解を広め、多様な人が支え合う豊かな社会への歩
みとするとともに、子育てにおける父親の声に母親たちが耳を傾ける機会をつくる。
フォーラム！(仮称)
する会 あすぽー 内容：障害のある子どもを持つ父親で構成されたバンドを招いたイベントを開催する。
と

7

ジムナスティックフェス
ティバル2019

相模原市体操協 目的：日本のトップアスリートの演技を間近で見られる機会を作り、子どもがスポーツに
興味を持つことで、人間性を豊かにし、明日への活力へとつなげる。
会
内容：体操や新体操、トランポリン等のトップアスリートを招待した競技会を開催する。

インストラクター養成講座の効果が
て事業に取り組んでください。

150,000

父親が子育てに参加することの必
要性を感じてもらえる事業となるこ
とを期待しています。母親だけでな
く、父親もイベントに多く参加できる
よう工夫をして取り組んでください。

250,000

事業計画やスケジュールなどを早
期に立て、多くの方が参加し、広く
市民の方が効果を得られるよう、事
業を実施してください。

ステップアップコース
№

事業名

団体名

事 業 概 要

8

さがみはらから、ネパー 特定非営利活動 目的：在住者が増えているネパール人と相模原市民との交流を通して、双方の理解を
深める。
ルの子供たちへの教育 法人ネパール・ミ 内容：在日ネパール人と相模原市民が一緒にネパール料理を作り、食べる懇談会を
環境の整備を応援するよ カの会
開くとともに、文具や制服などをネパールの子どもたちに持参する。

9

健康促進のためになる音
頭を活用した筋力強化振
付けのＤＶＤを自治会に
配布

一般社団法人コ
目的：健康づくりに関心を持つ人の増加を推進し、未病層を含めて可能な限り健康寿
ミュニティ ソー
命を延ばすことを目指す。
シャル サポート 内容：相模原音頭を活用した筋力強化振付のDVDを作成し、自治会に配布する。
(CSS)

カンボジアの子供たちと
つながろう事業

特定非営利活動
法人愛の素・
AINOMOTO

10

目的：日本の子どもたちに、カンボジアの孤児たちの生い立ちや生活を伝え、自分の
命を大切にすること、目標をもって生きること知る機会とする。
内容：カンボジアの子どもたちを日本に招き、日本とカンボジアの子どもたちの交流会
を開く。

目的：企業や労働者にメンタルヘルスの重要性の理解を広め、退職によるひきこもりや
うつ病を未然に防ぐ。
健全に働くための環境づ NPO法人フーズ
内容：経営者・管理者それぞれの立場に対するメンタルヘルスに関する情報提供を行
11
くりと人材育成事業
マイルぐりぐら
うためのホームページの制作と、労働者向けに自己分析を行えるチェックシートや相
談しあえる場所の提供などを行う。

決定額(円）

審査会コメント

183,000

制服代や図書購入費などの現地
に送る物に対する費用以外を助成
します。相模原市での活動の発展
に取り組んでください。

0

現在発信しているYouTubeの動画
をもっと有効活用されるように自治
会での実技指導を行う等の地道な
普及啓発活動を期待しています。
次回のチャレンジを期待していま
す。

0

カンボジアの恵まれない子供たち
を支援しようとする理念は理解でき
ますので、現地支援の視点から再
度事業案を練り直してください。次
回のチャレンジを期待しています。

0

HP作成が主たる事業では、コンテ
ンツ掲載の実現性も含め、内容を
具体的にイメージできるような説明
が必要です。それが有効な手段か
も含めて再検討してください。次回
のチャレンジを期待しています。

ステップアップコース計

2,033,000

決定額合計

3,111,500

