
　活動にちょっと興味はあるけれど、わざわざサポートセ
ンターまで足を運ぶほどまでは…という方には、市民活動
の情報が満載のサポートセンターホームページが便利です。
　自然環境を守る活動や子育て、介護、防犯、芸術…な
どなど、興味のある活動から絞り込んで探したり、近々
開催を予定している講座やイベント情報から参加できそ
うなグループを見つけるなど、みなさんの興味や関心に応
じた活動の「始めの一歩」を後押しします。
　もちろん、現在活動しているグループを登録することで、
活動の紹介や呼びかけも行うことができます。ぜひアク
セスを！

市民活動サポートセンターホームページ
インターネットでも、いろいろな活動の情報を簡単に検索！

市民活動サポートセンター
TEL 813-6400

イベントや団体の紹介などなど
市民活動の情報がつまっています

http://www.saitamacity-support.jp/

　「いっしょに描く　まちのこれから　暮らしのこれから」を
コンセプトに、市民参加のまちづくり情報をさまざまな視
点からお届けする広報誌「korekara（これから）」。もうみな
さんは読まれましたか？　カジュアルで思わず手に取りたく
なる表紙が目印で、読者モニターをはじめとする市民の方と
二人三脚で作っています。最新号は、区役所や図書館など
の公共施設や主要な駅で配布中。バックナンバーは、都市
総務課（TEL 829-1394）までお問い合わせください。

公共施設や駅などで配布中
まちづくり広報誌「korekara」ト
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　最も身近な活動の場といえる自治会、みなさんは加入していますか？　周辺環境や防犯、福祉など地域
のさまざまな課題に対して、力を合わせて取り組んでいくことが大切です。「このまちに住んで良かった」「こ
こで暮らし続けたい」と誰もが思えるようにするには、課題を解決していく場や、住民のコミュニケーショ
ンを図る場が必要で、自治会がこうした大切な役
割を担っているのです。
　住み良いまちづくりをみんなで進めましょう。

　「何か活動をしてみたい」と思い立っても、実際に始
めるための知識や情報、きっかけなど、不足している
ものも多いのではないでしょうか。
　そこで、ここ「市民活動サポートセンター」では、活動
に興味のある方、これから始めたいと思っている方、実
際に活動をしていて、さらに広げていきたいという方や
グループを応援しています。さまざまな講座やセミナー
の開催をはじめ、活動の紹介や呼びかけなどの情報
発信ができるコミュニケーションボードやチラシラック、
打ち合わせや交流のスペース、印刷物を発行するため
のコピー機、印刷機などを利用することができます。
　館内は間仕切り等のないフリースペースとなっていて、
開放的な雰囲気の中、多くのグループがミーティングを
したり、交流を図ったりしています。まずは気軽に足を
運んでみませんか！

自治会活動で地域が元気に！

いたま市市民活動サポートセンター

ご近所さん同士、力を合わせよう

きっと見つかる、あなたの活躍する場所

浦
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口

市
民
広
場

↑
大
宮

赤
羽
↓

駐車場入口

浦和パルコ

駐輪場
入口

自治会に関するご相談は、
各区役所のコミュニティ課へ

自ら動いて活動することで、まちも暮らしももっと良くなるかも
「でもまず何をすれば？」という方、“サポセン”のご活用を！

「きっかけ」から「充実」まで
みなさんの活動を応援します

▲▼広々とした館内では、ミーティングスペースのほか
市民活動に関するたくさんの情報が集まっています

市民活動サポートセンター
（コムナーレ9階）
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始めよう、市民参加のまちづくり！
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