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活動を続けたいけど、お金が……
「資金」って、どう集めたらいいんだろう？
そんな悩みはありませんか？
事業や活動を続けていくため、地域で応援してもらうために必要な「資金調達の方法」を
学んでみましょう。

平成 24 年度第２回コミュニティ・ビジネス講演会

資金調達を考えよう！
～コミュニティ・ビジネスの資金調達について～
日時
会場
◆対 象 者
◆定
員
◆申込方法

２月２日（土）

午後２時～午後４時

成東保健福祉センター １階 総合検診室

コミュニティ・ビジネスに関心のある方、ボランティアや市民活動をしている方、
地域密着の事業をしている方、地域で起業を考えている方、資金調達に悩みのある方
30 名(申込み先着順) ※参加費無料
市民自治支援課までお問い合わせください

講師

細内信孝

コミュニティ・ビジネスとは？

氏

ほそうちのぶたか

地域住民が主体になって地域の課題解決や
生活の質の向上のために、ビジネス的視点を
取り入れ、地域で活動する事業のことです。
一人ひとりが仲間とコミュニティ・ビジネス
をすることで、地域を元気にすることができ
ます。

コミュニティ・ビジネスの提唱者
コミュニティビジネス総合研究所代表取締役所長
コミュニティ・ビジネス・ネットワーク理事長
法政大学大学院政策創造研究科兼任講師（24
年度）
《ホームページ http://www.hosouchi.com）》
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第６回

～知りあおう・つながろう・活かし合おう～
さんむ市民活動フェスタは、市民活動のお祭りです。
地域で活動をしているたくさんのグループが集まり、日頃の活動の成果を様々な形で紹介します。
この地域にはどんな活動があるのか、実際に見て、聞いて、体験してみませんか？
子どもから大人まで楽しめるイベントが盛りだくさんです。
これから地域で活躍してみたい方も、そうでない方も、ぜひご参加ください。

日時
会場

２月 10 日（日） 午前 10 時～午後３時
成東文化会館のぎくプラザ

◆お問合せ

第 6 回さんむ市民活動フェスタ実行委員会
TEL：090-1042-7090(岩澤) FAX：0475-84-3554

屋外イベント
屋外ステージ

テント出店と販売

・フォルクローレ演奏- グルーポチャスキス
・ギター弾き語り- はんぞう
・バンド演奏- ありっぱ
・コカリナ演奏- さんむの森コカリナ隊
・和太鼓演奏- 和太鼓「歩」
・バンド演奏-Luco
・バンド演奏-NPO 法人成田市民軽音楽団RL
・大正琴演奏- 山武市社会福祉協議会

ご神木の箸づくり／エコバッテリー車の試
乗展示／花・イチゴ苗の販売／ペレットスト
ーブ展示／バイオマスプラスティックの展
示販売／積み木販売／野菜販売／甘酒販売
／チヂミ販売／トン汁販売／米粉麺販売／
もちつき販売／手作り小物販売／スープ・ホ
ットドッグ販売／ボランティア相談／焼き
そば販売、他

屋内イベント

入場無料

ホール
・短編映画上映「里の秋・子供向けアニメ、他」
・山本コウタロー 講演＆ミニライブ

「健康で楽しく、第二の人生を生きるためには」

ホールホワイエ

山本コウタロー氏

・ふれあいマジック教室
・人形劇「すぎのこ」公演

講演＆ミニライブ 開催

エントランスホール

講演 午後１時（開場 午後０時 45 分）
会場 のぎくプラザ ホール
「走れコウタロー」「岬めぐり」のヒットで知られる山本コウ
タロー氏による、シニア世代の地域デビューについての
講演とミニライブが開催されます。
セカンドライフを考えている方、地域活動を始めようと思
っている方、ぜひこの機会にご参加ください。
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・パネルによる活動展示
・DVD 上映／ハンドマッサージ／傾聴体験／血管年
齢測定／物品販売
・コミュニティFM 放送局模擬放送
・ミニ円卓会議
・カフェ（喫茶コーナー）

２階
・食育健康セミナー「デトックスでカラダをキレイに」
・みんなの介護スクール
・介護者リフレッシュスクール
・山武市ボランティア連絡協議会活動発表
・山武市における東日本大震災の記録検証報告

もったいない-MOTTAINAI-掲示版
「まだ使えるけど、もう必要ないから…。」【譲ります】
ゴミにしないで再利用

ご利用ください

「欲しいけど、新品で買わなくてもいい。」【探しています】

というみなさんの声を紹介する掲示版です。
対象となるもの：まだ十分に使えるもので譲ってもよい物、また、譲ってもらいたい物。
○対象品…電化製品、家具、ベビー・子ども用品、楽器等
×対象外…貴金属、自動車、業務用機器、食品、衣料品、ソフト類、動物、植物等
利用できる方：市内在住若しくは在勤の方。
※営利目的の利用は不可。(事業者の利用も不可)
設置場所：市民交流サロン(成東保健福祉センターおよびさんぶの森交流センターあらら
ぎ館内)
その他詳細：市民自治支援課にお問合わせください

山武ＳＮＳ

さんむ情報交流広場

山武ＳＮＳは、この地域に根差し、インターネットを通じて人と人との繋がりを作る情報交流サ
イトです。みなさんも山武ＳＮＳに参加して交流の輪を広げてみませんか？
毎月、講習会を開催しています。興味のある方は、ぜひご参加ください。
◆期

日 毎月第４土曜日 午後１時 30 分から午後３時 30 分
※都合により開催日が変更することがあります。
◆会 場 さんぶの森交流センターあららぎ館
◆内 容 地域ＳＮＳ（ちいきエス・エヌ・エス）って何？／ログインしてみよう／プロフィー
ルを作成しよう／トモダチの紹介、招待とは／ブログを作成してみよう／イベント情
報を発信してみよう
◆主 催 山武地域ＳＮＳ（さんむちいきエス・エヌ・エス）協議会
山武ＳＮＳ http://sammu-sns.jp/
※山武ＳＮＳは完全招待制です。山武ＳＮＳに参加している方からの招待メールがなければ、新規登録
ができません。身近に参加している方がいらっしゃらない場合、講習会に参加頂ければ登録ができます。

市民交流サロンが引っ越します
市役所本庁舎の増改築に伴い、成東保健福祉センター内の市民自治支援課と市民交流サロンが移
転します。
また、移転作業のため、市民交流サロンをご利用いただけない期間がございます。
ご利用の皆様には、ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いします。

◆移転先
山武市役所本庁舎 2 階 西側階段正面(保健福祉センター側)
◆利用停止期間 2 月 15 日(金)～3 月 3 日(日)
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ご利用ください「市民交流サロン」
「さんぶの森交流センターあららぎ館」
ボランティア活動など、社会貢献活動（市民公益活動）を行う方々を支援するため、成東保健福祉センタ
ーおよびさんぶの森交流センターあららぎ館に市民交流サロンを開設しています。交流、情報の受発信、打
ち合わせ、資料作成作業などにご利用ください。
移転に伴い、成東保健福祉センターの市民交流サロンは次の期間利用できませんのでご注意ください。
利用停止期間
2 月 15 日(月)～3 月 3 日(日)
※移転の詳細につきましては、本紙中ページをご覧ください。

【利用できる方・一部利用できる方】
市内において、ボランティアなど市民公益活動を行う方（ＮＰＯ法人、市民公益活動団体及び個人）
。
ＰＴＡ、自治会は、一部の設備を利用することができます。
※政治・宗教・選挙・営業活動を行う方は利用できません
施設名
利用時間
成東保健福祉センター内
平日：午前９時～午後５時
市民交流サロン
平日夜間：午後５時～午後９時 ※①
土曜日・日曜日：午前９時～午後５時 ※①
さんぶの森交流センターあらら 午前９時～午後５時３０分 ※②
ぎ館内市民交流サロン
休館日：毎週月曜、年末年始

利用申込み
利用日の２ケ月前から７日前までに
利用申請書をご提出ください。
※①７日前までに申込み必要
※②午後５時３０分以降に利用した
い場合は事前にご相談ください。

【成東保健福祉センター内市民交流サロン】設備・利用料金
設備・備品名

用

途

料

ｺﾐｭﾆﾃｨｰﾃﾞｽｸ(1 台)
ﾊﾟｿｺﾝ(2 台)
ﾌﾟﾘﾝﾀｰ(1 台)

打合せ・作業台
各種資料の作成等
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ出力
各種印刷
印刷機(1 台)
※用紙は持参
※ｲﾝｸは黒・赤色
複写機
各種複写
裁断機
用紙切断
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄﾗｯｸ、レターケース、掲示板
PR 用、団体間の事務連絡用
【さんぶの森交流センターあららぎ館】設備・利用料金
設備・備品名

用

多目的室(４室)
和室(２室)
調理台(２台)
備品(椅子、机、音響設備、スクリーン、
プロジェクター、演台等)
ジャイアントシェルター棟、バイオマス体験棟
パソコン(プリンター)、複写機、印刷機、無線ＬＡＮ

金

無料
無料(2 時間まで)
白黒：10 円/枚、ｶﾗｰ：50 円/枚
1 原稿あたり
100 枚まで：60 円、200 枚まで：90 円
201 枚以上は 100 枚につき 30 円を加算。
白黒：10 円/枚(両面は 20 円)
無料
無料
途

料

会議・打ち合わせ等
会議・打ち合わせ等
調理実習等
会議・打ち合わせ等

金

☆使用料等詳細については、市ホ
ームページ又は、
あららぎ館(電話 89-3630)へお問
い合わせください。

体験、イベント等
資料の作成等

成東保健福祉センター(２月 14 日まで利用可)

さんぶの森交流センターあららぎ館

至
八
街

旧山武出張所
(跡地)

テニス
コート さんぶの森交
●
流センター

●
さんぶの森公園

市民交流サロン

市民交流サロンだより

平成 25 年 1 月 26 日発行

●
発行：山武市総務部市民自治支援課・市民交流サロン

（平成 20 年３月創刊）

●

千葉県農林総合研究セン
さんぶの森公園
〒289-1392 山武市殿台 296 番地 成東保健福祉センター内
TEL 0475(80)0151・FAX 0475(80)1177
ﾀー森林研究所
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ katsudoshien@city.sammu.lg.jp
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.city.sammu.lg.jp
《さんぶの森交流センターあららぎ館 〒289-1223 山武市埴谷 1884 番地 1 TEL 0475-89-3630》
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