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◆開催日時 2015年8月23日（日） 10：00～16：00   

◆開催場所 けやき会館2Ｆ  大研修室・中研修室 

        〃  3Ｆ  セミナールーム１.２、第1中会議室  

        〃  3F さがみはら市民活動サポートセンター  

◆対  象 主にサポートセンター近隣の小学生 4年生～6年生 

◆参  加 費 500円（飲食代） 

◆参加者数 １８５名  

 ◇子ども：７６名（キッズスタッフ1６名） 

  小学校別 

 

 

 

  学年別            男女別 

 

 

 

 ◇出展者          ◇保護者・見学者・ボランティア 

  ２３者 ５９名       50名 

 

 

 

◆運営組織  

 ☆主催 さがみはら市民活動サポートセンター 

     （管理・運営：相模原市・NPO法人さがみはら市民会議） 

 ☆運営 さぽせんキッズタウン“ゆめみはら”実行委員会 

           

◆後援 相模原市教育委員会 

    相模原市自治会連合会 

       

事業概要 

富士見 共和 星が丘 向陽 淵野辺 
淵野辺
東 

大野北 新磯 
その他
市内 

その他
市外 

13 10 9 9 8 4 3 3 15 2 

4年生 5年生 ６年生 

37 21 18 
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男子 女子 

18 58 

市民活動
団体 

企業 
行政関連
機関 

１１ ６ 6 

保護者 一般見学者 ボランティア 

20 11 19 



さぽせんキッズタウン”ゆめみはら”とは？ 

子どもスタッフとＮＰＯ団体が企
画し、運営する仮想のまち。子ど
もたちはここでの様々な体験を通
して、実際のまちについて遊びな
がら学び、まちの一員（市民）と
して自ら行動し、まちづくりに参
画していくことを体得します。 
また、学区を超えた異年齢のこど
も同士、団体の大人たちとのコ
ミュニケーションを通して、自立
心や社会性を養い、働く楽しさや
大変さを学んでいきます。 

開催目的 

①次世代を担う子どもたちが、企業・行政、そして社会の 
 様々な課題に取り組むＮＰＯの仕事を、仮想のまちの中で 
 体験し、社会の仕組みに触れる機会を提供します。 
 

 ②ＮＰＯ団体が「キッズタウン」を通して、企業・行政等、 
  多様なセクターと連携を図り、団体の活動の広がりを構築 
  する場とします。 
 

 ③シニア世代の利用者が多い市民活動サポートセンターに、 
  子どもや保護者の方々が利用できる機会を創出し、多世代 
  間の交流が図れるセンターづくりを目指します。 
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子どもたちが
考えた 

まちの名前 



さぽせんキッズタウン「ゆめみはら」の 
                   企画・運営 

【企画・運営】 
◆さぽせんキッズタウン“ゆめみはら”実行委員会  
 ・おとなスタッフ：サポセン登録団体、利用者、賛同者 
 ・キッズスタッフ：小学４～６年生の応募者１６名 
 
【開催までの流れ】 
◆おとな会議 
 
  ◇キッズスタッフ募集 
 
◆第１回 6/6（土）キッズ・おとな会議 
 ・自己紹介 
 ・まちにはどんなものがあるんだろう？ 
 ・まちにあったらいいものを考えよう？ WS 
 ・まちの名前を考えよう！ 
   「ゆめみはら」に決定！ 
 
  ◇キッズタウン参加者募集 
 
◆第２回 7/4（土）キッズ・おとな会議 
 ・通貨の単位・デザインを考えよう！ 
   「ユメミー」に決定！ 
 ・まちにあったらいいもの！チーム結成＆企画会議 
   *ミュージアム（動物博物館・プラネタリウム） 
   *ゲームパーク（コロコロゲーム・名刺交換ゲーム他） 
   *じゃがいもレストランのメニュー開発と試作 
   *カルチャー発表会・クロージングの企画＆運営 

 
◆第３回 8/1（土）キッズ・おとな会議 
 チームごとに準備作業  
    
◆前日準備 8/22（土） 
 チームごとに準備作業 
 
◆キッズタウン当日 8/23（日） 

 
◆第４回 9/５（土）キッズ・おとな会議 
 反省会 WS 



受け付け 

さぽせんキッズタウン”ゆめみはら”のシクミ 

遊びに来る子ども市民 

遊び方 説明 

「まち」に入る 

銀 行 

お仕事紹介 
   センター 

「まち」のお店 

まずは、“ゆめみはら”にはいるために 

お給料をもらう 

お仕事をする 

“パスポート”をチェック 
必要最小限のおカネ 
（ユメミー）をもらう 

全員でまちのシクミを学ぶ 

お仕事を探す 

何度でもお仕事ができます 

買い物をする 
遊ぶ ・ 習う 

税務署 

税金を払う 
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お店・公共施設 内   容 配置場所 

公
共
施
設 

市役所 （市民登録） 
市民登録の受付 
パスポートの交付 

２Ｆエントランス 

お仕事紹介センター 
仕事内容の説明や紹介 
お仕事カードを渡す 

２Ｆ大研修室 

銀行 
パスポートのお仕事記録を確認して給料を計算 
計算した給料を支払う 

    〃 

税務署 
税金を計算して徴収                   
税の使い道を説明する 

    〃 

消防署 消防訓練を行う     〃 

クリーンセンター 
まちなかの清掃作業 
ごみの分別推進 

    〃 

企
業 

新聞社 
取材のコツを伝授 
まちのなかを取材して記事を書く、校正、新聞発行 

    〃 

テレビ局 
取材のコツ、機材の扱いを伝授 
まちなかインタビュー。ＬＩＶＥで映像を配信する 

    〃 

ラジオ局 ＦＭ放送局でアナウンサーとして原稿を読む     〃 

旅行会社 
ツアー客（保護者や大人の見学者）を募集 
まちのなかをガイドする 

    〃 

製
造
・販
売 

 ミウルの写真館 
「ミウル」と一緒に写真を撮る 
カメラマンにもなれる 

３Ｆ          
セミナールーム２ 

おもちゃの修理と販売 
おもちゃを修理する 
ミニおもちゃを販売する 

３Ｆ           
セミナールーム１ 

組み紐製造・販売 
組み紐でブレスレットとペットボトルホルダーを作
る  ショップに卸す 

     〃 

電機部品組立 電機部品の電線でアクセサリーを作る      〃 

工務店 
リフォーム・建築 

大工さん体験、外壁の補修・襖の張替を行う      〃 

ハンドメイドショップ 
工房や会社で製造された商品を仕入れて販売す
る 

     〃 

工
房 

点字コースター作り 
かわいい模様をカッティングして点字入りのコース
ターを作る 

     〃 

布ぞうりストラップ作り ストラップ用のミニミニ布ぞうりを作る      〃 

パステルカード作り パステルカラーを使ってカードを作る      〃 

“ゆめみはら”の中にある、お店や施設 （1） 
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お店・公共施設 内   容 配置場所 

ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム 

ミュージアム 
  ＆プラネタリウム 

動物クイズの迷路館、プラネタリウム ２Ｆ 中研修室 

ゲ
ー
ム
パ
ー
ク 

コロコロゲーム 山あり谷ありのコースにボールを転がして・・・ 
３Ｆ サポセン 
   会議室 

ボウリング ペットボトルで作ったピンを倒す      〃   

魚つりゲーム マグネットを付けた釣りざおで魚（紙製）を釣る 

名刺交換ゲーム 
自分だけの名刺を作る 
できるだけ多くの人と名刺交換をして枚数を競う 

     〃   

フ
ー
ド
コ
ー
ト 

パンケーキ 
ホットプレートでパンケーキを焼く 
調理の補助と販売 

３Ｆ サポセン 
オープンスペース 

じゃがいもレストラン 
  “ゆめポテト” 

「じゃがマヨ」と「餃子皮のポテトピザ」を調理、販売     〃 

お楽しみカステラ 
たこ焼き器でカステラを焼く 
ラッピングをして販売 

    〃 

ポップコーン 
ポップコーンメーカーでポップコーンを作る                    
計量・袋詰めをして販売 

    〃 

おにぎり＆ドリンク 
おにぎりの販売                       
飲み物をカップで販売 

    〃 

カ
ル
チ
ャ
ー 

 こどもフラダンス 
    教室 

こどもティーチャ―がフラダンスを教える 
カルチャー発表会で披露 

３Ｆ         
セミナールーム２ 

 小噺・落語教室 
大学生が簡単な小噺を教えてくれる 
カルチャー発表会で披露 

    〃 

生け花教室 お花の生け方を習う     〃 

そ
の
他 

自治会 まちの中を防犯パトロール ２Ｆ 大研修室 

ボランティア 
    センター 

目の不自由な方の歩行ガイドを行う 
３Ｆ  
セミナールーム１ 

子どもサポート 
    ステーション 

まちの困りごとの調査と相談受付 
解決に向けてアドバイスを行う 

３Ｆ サポセン 
オープンスペース 

“ゆめみはら”の中にある、お店や施設 （2） 
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“ゆめみはら”のマップ  



写真 
  ～オープニング～   ワクワク！ドキドキ！ 

会場は準備ばんたん！！ 

神奈川県から
“かにゃお”が 

取材にきた
にゃ！ 

まず、“まちのシクミと遊び方”を説明 

けやき会館２階で、いよいよ受付開始！ 

10 

オープニングでキッズスタッフもしっかりご挨拶！ 



写真   お仕事探しにGO!  
～お仕事紹介センター・銀行・税務署～  

≪お仕事紹介センター≫ 

お給料をもらったら 
税務署で税金を払おう！ 

11 

お仕事が決まったら 
「求人票」を持って 
「お仕事紹介センター」 
に登録しよう～ 

「ＴａＸ君」も
応援に！ 

どのお仕事
にしようか
なぁ？ 

「ゆめみはら銀行」の窓口は 
親切丁寧がモットー！ 

大学生のお兄さんがサポート！ 

求人票もしっかり確認！ 

お仕事が終わったら
銀行でお給料を 

もらおう！ 

≪ゆめみはら銀行≫ 

≪ゆめみはら税務署≫ 



写真
 ～お仕事風景 ①～

≪ゆめみはら 
クリーンセンター≫では 
ゴミの分別を 
呼び掛け！ 

あこがれの消防服に身を包み 
ア、アツーイ(-.-) 

テレビクルーは 

真剣そのも
の！ 
撮影後は 
モニターで 
確認！ 
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記者が「かにゃお」を逆取材！ 

≪ＦＭゆめみはら≫では、 
ちびっこアナウンサーが大活躍！ ≪ゆめみはら自治会≫の 

      皆さんがパトロールを開始！ 

≪ゆめみはらトラベル≫ のツアーコンダクターが 
       見学者をご案内！ 

≪ゆめみはら消防署≫ 

≪ゆめみはら 
テレビ局≫ 

≪ゆめみはらタウンニュース≫ 



写真
 ～お仕事風景 ② ～

パステルカード作り 
きれいな色がたくさん 

カラフルな色の
電線で 
ストラップを 
作ろう！ 

大工さん体験 手袋でしっかり手を保護！ 
おもちゃの病院で、ドクター体験！ 

ＬＩＶＥ 
映像 
配信中！ 
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かわいい模様をカッティングした 
点字入りのコースター作り 

きれいなブレスレットが 
できたよ！ 

組みひもって 
知ってる？ 



写真
 ～お仕事風景 ③～

「ハンドメイドショップゆめみはら」では 
会社や工房でつくった製品を仕入れて販売していま～す 

14 

大学生のお姉さんもボランティアで協力 
      楽しそう！ 

控室には、ＮＰＯや企業の 
パネルやパンフレットを展示 

控室では、こどもたちの様子を 
ＬＩＶＥ映像で見ることができますよ！ 

目の不自由な方の歩行ガイド！ 

どれにしよう
かな？ 

布ぞうりってどうやって 
作るのかな？ 

保護者・見学者の控室はこちら！ 



写真  ～フードコート・ゲームパーク～ 
お給料をもらったら、買物をして食べて遊んで！

・名刺交換ゲーム 
・魚釣りゲーム 
・コロコロゲーム 
・ボウリング 
で遊ぼう！ 

15 

じゃがいもレストラン「ゆめポテト」 

ポップコーン＆ドリンク 

ミウルと一緒
にプリクラを
撮ろう！ 

ゆめみはら写真館 

ＣＡＦＥ「カナリヤの森」のお楽しみカステラ！ 



写真  
 ～アカデミー＆発表会 クロージング～ 

キッズスタッフ 
の進行で 
クロージング！ 

みんなで元気に、記念写真 

大学生の小噺！ お花を活けよう！ 
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動物クイズ迷路の 
高得点者発表！ 
＆メダル授与！ 

キッズフラダンス 



◆キッズ参加者のアンケート 
 
 
 

 
 
 
◆キッズスタッフの 感想 
 ◇よかった事 
 ・会議も本番も全部楽しかった！！来年も参加したいよ～～(^O^)たのしかったヨ  
 ・準備は大変だったけど本番は成功してよかった  
 ・最初まちを考える時いっぱい意見が出てきて楽しかった 
 ・色々な種類の仕事があって、いろんな体験ができてよかった  
 ・消防署の仕事、銀行、税務署等普段できない仕事が出来て面白かった★ 
 ・初めて会った友達ともすぐに打ち解けて仲良くなれた！よかった(^o^)丿 
 ・まちの仕組みを知ることが出来た！ 
 ・お買い物をするのが楽しかった（コースター、食べ物など） 
 ・ 組みひもがクルクルすご～～～～～～いと思った！！  
 ・パステルカード作りが楽しかった！！ 
 ・動物迷路で面白い問題がいっぱいあった 
 ・ジャガイモの料理がすごくおいしかった！  
 ・イベントを最後にやって、みんなが見てくれてよかった 

 ◇大変だった事 
 ・メニューを考えるのは大変だったけど、お客さんがいっぱい来てくれてよかった 
 ・博物館の迷路を作るのが大変だった 
 ・チラシ配り大変だった～～最後の1枚に限ってもらってもらえなかった～ 
 ・人がこなくて暇だった 残念 
 ・食べ物が焼けた時に人がこなくて、焼けてない時に人が来て大変・・・ 
 ・ジャガイモの皮をむくのが大変だった 
 ・男の子がすくない・・・。興味ないのかな男の子 

 ◇こうすればよかった事 
 ・場所がわかりにくかった。地図とかわかりやすく配ったほうがいいと思う 
 ・税金高すぎる １～２ユメミーでよかったと思う 
 ・税金を役立てるところがみたい・・・ 
 ・図書館や交番があるとよかった 
 ・お昼時だけは、フードコートに大人が来てほしかった 
 ・キッズスタッフ専用の場所（控室）があるとよかった 
 ・全てのお仕事に３０分と６０分があったほうがいいと思う 
 ・お金が多すぎて使うのが大変だったので、もう少し考えたほうがよいと思う 
 ・会議の回数と時間が少なかった  

 

アンケート／感想 （感想は抜粋） 

次回も、かならず   
参加したい！ 
＼(^o^)／ 

次回も、 
参加したい！ 
(^O^)／  

参加したくない 
 (-.-) 

未提出  

27 27 0 22 
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◆保護者 の 感想 
 ・初対面の人とも話が出来るようになり、自分の意見をまとめることができるようにな 
  りました。 
 ・今持っている力をのびのびと発揮したと感じました！ 
 ・人見知りな性格の娘が短い期間で新しい友達ができました。 
 ・子ども達が笑顔で楽しんでいたのが印象的でした。 
 ・キッズスタッフとして会議から参加させて頂き、始めは「緊張した」と言っていまし 
      た。会議を重ねるうちに緊張もほぐれ、いろいろなアイデアを出したいと家でもよく 
      考えていました。自分が考えたお金の単位が採用された時は、目をキラキラさせて喜 
      んでいました。 
 ・食べ物ブースの担当になり、嫌いだったじゃがいもが食べられるようになりました。 
  家で2回、餃子の皮のピザを練習しました。子ども自ら練習したいと。 
 ・ゆめみはらのおかげで何か夢中で取り組む事の素晴らしさや、積極的に意見を言った 
  り行動したりすることの楽しさを知ったようです。６月から今日までで大きく成長し 
  ました。 
 ・とにかく何もかもが楽しかったようです。工作など苦手な子ですが、本当は好きなの 
  に自信がなかっただけのようで、ゆめみはら以降いろいろ作ったり調べたりして楽し 
  んでいます。良い経験をありがとうございました。 
 ・５年の息子もとても楽しんで帰ってきて、興奮気味に話してくれました。 
  社会で学習したことを、今回の体験を通して実感を持って理解できたように思います。 
  子どもたちのために、地域のたくさんの方々の協力があり、感謝致します。 

◆企業・団体 の 感想 
 ◇参加してよかった事 
 ・働いてお金を稼ぐことは知っていても、税金を納める「納税の義務」まで体験できる 
  イベントはGOODアイデアだと思います。参加できて感謝です。（スマイル） 
 ・色々な職業体験を子どもたちが出来た事は良かったと思います。又、私たちもあらた 
  めて自分達の仕事を見直すことが出来、大変勉強になりました。 
 ・子供達に消防の仕事を知ってもらう事ができた。少しでも関心を持ってもらい消防士 
  になりたいと思ってもらえたらと願う。（消防署） 

 ◇世代間交流について 
 ・親だけでなく、様々な仕事をしている大人と会い、話をすることで、将来の夢やなり 
  たい自分の幅が広がり、子どもたちの可能性を広げてくれると思う。（イノウエ） 
 ・楽しみながら大人の世界の一端を垣間見ることができたのではないか。こんな大人に 
  なってほしいというほど立派ではないが。（おもちゃドクター） 
 ・大人は柔軟な発想やパワーに触れ元気になれると思います。子どもにとっては学校・ 
  家庭の枠にとらわれない様々な大人に触れられる良い機会だと思います。（野菜ソム

リエ） 
 ・色々な世代の人たちが安心してコミュニケーションを取れる場が少なくなっているの 
  で、地域社会にとって意義があると思う。子どもたちにも学校以外で輝ける場を提供 
  できる。（COCONET） 
  
 

 

アンケート／感想 （抜粋） 
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協力 企業・行政機関 

企業・団体名 業務・活動内容 

１ 株式会社 イノウエ 
創業80有余年。装粧品、手芸用組ひも、衣料、産業資材など

のゴム関連全般の製造・販売をしています。 

２ 
株式会社エフエムさがみ 

「竹中通義モーニングワイド」 
FMさがみの「竹中通義モーニングワイド」のパーソナリティ 

アナウンス指導も行っています。 

３ 株式会社 スマイル 
総合建築・リフォーム。家族を包み込む大切な生活の場を 

居心地の良い安心できる家造りをお届けします。 

４ （株）タウンニュース社 相模原支社 
神奈川県全域・東京都町田市に発行する無料の地域情報紙。
地域に密着した街のニュースや生活情報が満載です。 

５ 有限会社 中村電機 
各種産業向け自動化・省力化設備の電機屋さんです。一品
一様、カスタムメイド品をメインでやっています。 

６ 北相トラベル 株式会社 法人・サークル・自治会等のバス旅行から、個人旅行の航空
券・宿泊手配・旅程作成等、お得なプランを提供しています。 

７ 相模原消防署 警備課 
市民の生命、財産を災害から守り、被害の軽減を図るととも
に、安全な都市づくりをめざして、火災、救急業務を始め、火
災の予防、警防業務を行っています。 

８ 相模原税務署 総務課 
税金についての相談に応じたり、正しく税金が納められてい
るか調べたり、地域の人たちや会社から税金を集める仕事を
しています。 

９ 緑区役所 地域振興課 
区の魅力づくり、地縁団体の認可、区の防災、商店街振興、
まちづくり会議、交通安全、防犯、自治会等団体との連携及
び支援など。緑区のゆるキャラ「ミウル君」が協力 

１０ 相模原市市民局 市民協働推進課 
自治会連合組織の支援、NPO法人認証等の受付及び相談、

協働事業提案制度の提案の受付、さがみはら市民活動サ
ポートセンターの協働運営など。 

１１ 相模原市自治会連合会 
自治会は、防犯・防災など自分たちの住む地域を明るく住み
よいまちにするために、会員相互が協力して様々な活動を
行っています。 

１２ 
相模原市社会福祉協議会  

中央ボランティアセンター 
ボランティアセンターでは、福祉分野でのボランティアを希望
する人に、個人・団体のボランティア情報を提供しています。 

１３ さがみはら市民活動サポートセンター 
市民活動やNPO、ボランティア団体に場所を提供し、団体運

営の相談やセミナー、イベント等を開催しています。 
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協力 団体・ボランティア 

企業・団体名 業務・活動内容 

１ ＮＰＯ法人 ナ プア アイカネ 
フラダンスを勉強している会員で構成している団体で、介護
予防や子育支援としてフラをお届けしたい！と思っています。 

２ 「じょうり」の会 
平安時代から続く日本の「ぞうり」作りの技を究めていきたい。
手と足を使用するため認知症予防にもなります。 

３ カナリヤの森 
赤ちゃんからお年寄りまで、多世代の方がホッとできる居場
所を提供しています。 

４ シンフォニーＰＣ倶楽部 
社会人がパソコン・ＩＴ情報・セキュリティについて互いに勉強
するためのサークルです。 

５ ＮＰＯ法人  ＣＯＣＯＮＥＴ神奈川支部 色彩を使った子育て支援、カラーセラピーやパステルアート
のワークショップを行っています。 

６ 相模原イメージユニオン 
市内のイベントの記録等、ビデオ撮影を通して市民が元気に
なるように活動しています。 

７ 相模原華道協会 
生け花の作品発表や後継者を養成するための、生け花教室
を開催しています。 

８ ＮＰＯユーラック・桜美林大学落語研究部 
地域の人々が明るく元気でいられるようにイベントや憩いの
場を提供。大学生の落語「がくし寄席」を継続的に実施。 

９ 相模原おもちゃドクターの会 
橋本台リサイクルスクエア及び各地域こどもセンター、公民
館など30ヶ所で「おもちゃの病院」を開院しています。 

１０ ＮＰＯ法人 パラボラジャパン 障害者の自立支援や高齢者・障害者等へのパソコン利用技
術の普及・啓発活動を行っています。 

１１ ＮＰＯ法人 さがみはら市民会議 
「さがみはら市民活動サポートセンター」を相模原市と協働で
運営しています。 

１２ ＮＰＯ団体 わくラボ 
川崎市を拠点に活動しているNPO団体。あそびを通して人と

人を繋ぎ、地域を元気にしたい！おもちゃコンサルタントが子
どもから高齢者まで、わくわくできるあそびを提供します。 

１３ ＮＰＯ法人 匠リニューアル技術支援協会 
相模原市との協働によるセミナー及びフォーラムを通じ、マン
ション等の共同住宅を美しく長持ちさせることで、快適なまち
づくりのお手伝いをさせていただきます。 

１４ 野菜ソムリエ  山口さん 
野菜・果物の知識があり、そのおいしさや楽しさを伝えるスペ
シャリスト。 

１５ お母さん業界新聞 相模原・町田版編集長 
普通のお母さんが、記者として日々の生活の中で起こったこ
と、感じたことを発信しています。子育ての発見や感動、喜び
や悩みなどが共感を生み、お母さんの心が広がっています。 

１６ 
桜美林大学、日本体育大学、相原高校、 
相模原市役所職員の皆様 

ボランティアで参加して下さいました。 
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「さがみはら市民活動 
        サポートセンター」とは？ 

★  「さがみはら市民活動サポートセンター」は、地域や社会
の課題を解決しようと活動している市民活動やNPO・ボラ
ンティア団体等が、より活発に活動できるよう様々な支援
を行っている施設です。 

  活動資金の助言や団体情報の発信。組織の運営、ボラン
ティア募集などの相談を始め、活動を始めたい！もっと活
発に活動をしたい！と考えている方々の相談にも応じてい
ます。お気軽にお越しください。 

 

★ 「さがみはら市民活動サポートセンター」は“市民活動の
ネットワークから市民の手によるまちづくりを！”をモッ
トーに「 NPO法人さがみはら市民会議」と「相模原市」が
協働で運営しています。 
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【お問合せ】 

  さがみはら市民活動サポートセンター 

 

   〒２５２－０２３６ 

    相模原市中央区富士見６－６－２３  けやき会館３階 

   ＴＥＬ／ＦＡＸ  ０４２－７５５－５７９０ 

   Ｅ-ｍａｉｌ  sagami.saposen@iris.ocn.ne.jp 

 


