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城山・サクラ・コモンビル2階
Tel: 0285-20-5562
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西口

小山駅

開館時間 9：00～21：00
休館日 年末年始（12/29-1/3）

出会いと別れの季節ですね。
皆さんにも素敵な出会いがありますように！

小山市市民活動センターは社会貢献活動をしている市民活動
団体を支援する拠点施設です。市民活動団体に限らず誰でも利用できます。
是非色々な利用の仕方をしてくださいね！

おやま～るの利用の仕方、役割を簡単に紹介！
2021年度にセンターを分かりやすく説明した冊子「おやま～るのトリセツ」と動画「おやま～るPR動
画」を作成しました。トリセツはセンターで配布、ＰＲ動画はYoutubeでご覧いただけます！

↑ ↑ Youtube ↑ ↑
おやま～るチャンネル

利用登録者・団体全体会 ーより良いセンターにするためにー
2021年度の総括と2022年度の動きについて共有します。また、市役所が行った小山市市民活動センターの満
足度調査の結果を含めた利用者からの事前意見を材料により小山市が活気づくための小山市市民活動センター
の役割を考え、より良いセンターにするための意見交換をします。是非、一緒に考えていきましょう！
※事前意見はメールまたは多目的室に置いているご意見BOXにてお寄せください。（締め切り 5/15）

日時：5/29（日）10:00～12:00
場所：おやま～る 研修室

定員：40名（申込必須）
申込み：HPの申込みフォームもしくは電話・来館

団体の登録更新に関するお願い（重要）
小山市市民活動センターでは実際に活動している団体を確認し、適切な支援に繋げていくために「登録更新」を
2年に1回行っています。登録団体は下記方法のいずれかで登録更新できます。よろしくお願いします。

● 登録更新のハガキに記載後、ポストに投函
● 登録更新の案内メールに返信
● おやま～るに直接来館

市民活動で大切なことの中に、人材の育成と新陳代謝をはかることがあると
思っております。この２年間、市民活動センターのセンター長として、市民活動の啓発や利用者の
平等性・利便性をはかることに尽力してまいりました。しかし、私事ながらすでに古稀を過ぎております。
後進にバトンタッチをする時期が来たと感じ、この３月末日をもってセンター長を辞めさせていただきます。
「おやま～る」に勤務したことにより、多くの素晴らしい方々にお会いすることができました。そのことは私の晩年
の大きな宝物となっております。みなさまのご厚情に感謝申し上げますとともに、若者を中心とした
「新生おやま～る」へのご理解とご支援を心からお願い申し上げます。

2022年3月末日

小山市市民活動センター

センター長

結城史隆

小山市市民活動センターの4月、5月の催事
「団体の立ち上げや仲間集め、資金の確保、事務や会計、活動の伝え方など」をテーマに、学び、考え、自身と
団体のレベルを上げましょう。今回は「伝わるデザイン」と「NPOと資金」について学びます！
〇伝わるデザイン
日時：4/25（月）19:00～21:00
講 師：松村笑子（フリーランスデザイナー）
内容：チラシやパンフレットを作る際のポイントを実践を交えて学びます
〇NPOと資金
日時：5/18（水）13:30～15:30
講 師：古河大輔（小山市市民活動センター）
内容：助成金や補助金の獲得を「小山市市民活動推進事業補助金」を例に学びます
定員：10名(各回)（申込必須）
場所：おやま～る 研修室

参加費：各回500円
申込み：HPの申込みフォームもしくは電話・来館

初級編は初めて使う人向けに対面で学びます。ZOOM部屋では遠隔で実践的にZoomの使い方を学べます。
○初級編（Zoomをはじめて使用する方）
日時：4/8（金）13:30～15:00
講 師：藤本尚彦（小山市市民活動センター）
定員：各回6名程度（申込必須・先着順）
参加費：各回300円（資料代）
場所：おやま～る 研修室
申込み：HPの申込みフォームもしくは電話・来館
内容：Zoomを使って会議に参加できるようになります。
※ノートPC（カメラ、マイク搭載）、スマホ、タブレットをご持参ください

インタビューした方：山本緑さん・南部裕子さん
「さくらんぼ小山会」は、双子や三つ子を育てる親と
子ども達が交流をするサークルです。子どもたちを遊ばせ
ながら、親たちはいろいろ話をシェアし合っています。育
児の悩みはもちろん、双子や三つ子を出産する予定の妊婦
さんたちの悩みや不安な話も共有し合い、共感し合える場
になっています。
多胎児育児ならではの悩みや不安は、経験者だからこ
そ理解し合えることができ、情報不足の多胎児育児の心の
支えとなっています。インタビューをした南部さんと山本
さんは、双子の男の子のお母さんです。「双子ならではの
大変さはあるが、その分の喜びと可愛さがたくさんありま
す。せっかく授かったスペシャルなこの育児を楽しみた
い。」と語っておられました。
さくらんぼ小山会は、2014年に開設されて以来100組
を超える親子が参加してきました。今後は、先輩ママたち
がピアサポーターになり、支えていく側が増えていけるよ
うな活動も行っていくそうです。父親や祖父母つきそいも
大歓迎です。それ以外も託児ボランティアも随時募集して
いますので、興味のある方はぜひ参加してみてください。

多胎児と保護者向けの体操イベントの様子

○おやま～るZOOM部屋（Zoomを繋げることができる方）
日時：毎月第一月曜日、第三日曜日の13:30～14:00（年末年始は除く）
場所：Zoom会場（ミーティングID ： 986 4069 0168、 パスコード ： 123123）
インタビューした方：高梨 辰也さん
ボランティアコーディネーション力検定3級試験に合格するための対策講座を実施します！
日時：5/28（土）9:30～12:30
講 師：結城史隆（小山市市民活動センター）
定員：10名
申込み：HPの申込みフォームもしくは電話・来館
場所：おやま～る 研修室
参加費：2420円（テキスト代）
SNSについての基礎知識をお伝えします。SNSを使うことが不安な人にお勧めの講座です。
日時：4/10（日）10:00～11:30
講 師：宮岸誠（小山市市民活動センター）
定員：4団体（各団体2名まで）（申込必須）
申込み：HPの申込みフォームもしくは電話・来館
場所：おやま～る 研修室
参加費：各回300円（資料代）

SDGsについて少しずつ深掘りしていくセミナー最終弾！
日時：5/22（日）13:30～15:00
講 師：結城史隆（小山市市民活動センター）
場所：おやま～る 研修室
申込み：HPの申込みフォームもしくは電話・来館

2022年度の小山市市民活動保険の申込みを受付けています。
2022年度の保険は5月から適用となります。4月中を目処に申請してください。
★2022年度小山市市民活動保険申込みのための必要書類
●市民活動保険申請申込書（窓口またはHPから入手）
●保険適用申請される方の名簿
●2022年度の活動計画
★2021年度小山市市民活動保険申込みされた方は下記報告義務があります。
●2021年度分で提出された「年間計画表」にある催事ごとの活動実績報告
※計画になかった催事の実績も追加記入してください。

今回紹介するのは、演劇プロデュースユニット
「トッコ演劇工房」です。
代表である高梨さんは、ずっと続けてきた演劇を大
学卒業後もやり続けたいという思いで、２０１０年に
トッコ演劇工房を設立しました。最初は演劇の場を求
めていた高梨さんですが、活動を行っていくうちに演
劇を行うことで人との繋がりが広がっていくことの面
白さに気づきました。今では「演劇を通して人との輪
を広げる」ということを軸に活動を行っています。

３日でつくる演劇ワークショップの様子

「三日で作る演劇ワークショップ」は大人気のイベ
ントです。このイベントは毎年ゴールデンウィークや
夏休みなどに行われています。「三日間だけなら！」
といろんなジャンルの人達が全国から集まり、三日間
で一つの作品を作りあげます。
普段は高校の英語教師である高梨さん。教え子が
トッコ演劇工房のイベントに参加することも多いそう
です。子どもたちには、演劇を通じていろんな職業の
人と出会い、発想力や表現力を養ってほしいという願
いがあるそうです。高梨さんは「一番大切なことは、
ワクワクすること。いろんな人が自分のワクワクする
ことに出会ってほしい。トッコ演劇工房がそんな場の
一つになりたい。」と語られていました。

旅する演劇ワークショップ in YOKOHAMA
栃木県外にも活動を広げています。

当内容は、小山市市民活動センター「おやま～る」のWebサイトにも掲載しています。
ここには書いていない魅力も掲載していますので、是非ご覧ください！
https://oyamaru.net/dantaishoukai

