茅ヶ崎の NPO と市民活動を支援する情報紙

2018 年９月

ちがさきサポセン

10・11 月主催イベント
市民と NPO をつなぐ

「ちがさき市民活動団体ガイドブック 2018」発行！
掲載団体 333！
活動目的や内容、連絡先などの登録団体情報に加え、市の補助金や協働推進事業、保険などの
お役立ち情報も掲載しています。ぜひご活用ください。
※登録団体の詳細情報は、サポセン HP「市民活動団体ガイドブック」をご覧ください。
▶閲覧可能な場所：サポセン窓口、茅ヶ崎市役所(市政情報コーナー、市民自治推進課)
市民窓口センター、コミセン、公民館、いこりあ など

ものづくりや遊び、さまざまな体験を通して、わたしのまち“茅ヶ崎”を知るイベント

「こどもたいけん☆ワイワイまつり」
▶開催日：2019 年 3 月 30 日(土)
▶場

10:30～15:00
所：茅ヶ崎市総合体育館

★ 実行委員募集 ★
今年度新たに実施する、市民活動団体等による“子ども向けの参加・体験型イベント”です。企画や広報活動、
事前準備、当日運営、後片付けまで、一緒にまつりをつくるボランティアスタッフを募集します！
◆活動期間：2018 年 10
◆定

月下旬～2019 年 3 月末日、月 2 回程度の定例会開催（開催時間は調整）

員：5 名

◆申込期間：9 月 15 日～10 月 15 日
＜予定＞10/20(土)までに選考結果の可否を連絡
10/28(日) 10:00～第 1 回実行委員会

地域の居場所づくり交流会Ⅲ @茅ヶ崎
市内外の様々なタイプの「居場所」の現状を知り、
事例や講師のお話から居場所開設のヒントと運営
ノウハウを学びます。参加者同士の情報交換やネ
ットワークづくりもできます。

申込はコチラ
▶▶▶

※サポセン HP、
窓口でも申込み
できます！

心をつかむチラシデザイン２

色づかいのコツ、著作権、肖像権の基本を知る
団体のイベントや会員募集のチラシなど色の使い方を始め、
思わぬトラブルに巻き込まれないように著作権や肖像権に
ついて事例からわかりやすく学びます。

◆日

時：11 月 10 日(土) 14:00～17:15

◆日

時：11 月 17 日(土) 14:00～16:00

◆場

所：ちがさきサポセン

◆場

所：ちがさきサポセン

◆講

師：牧野 篤さん

◆講

師：大工原 潤さん

◆定

員：35 名(対象：市民活動団体など）

◆定

員：30 名(対象：市民活動団体、チラシ作りに興味のある方）

（東京大学大学院教育学研究科教授）

(認定 NPO 法人さいたま NPO センター理事）

◆参加費：500 円(資料代)

◆参加費：500 円(資料代)

◆申

◆申

込：10 月 16 日(火)より受付開始、先着順
お問合せ・申込みは、サポセンまで

込：先着順

TEL/FAX 0467-88-7546、E-mail:s-center@pluto.plala.or.jp
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もっと知りたい！サポセンのこと
『市民活動応援プログラム』2018 年 7 月～9 月
「ユースボランティア茅ヶ崎 2018」7/21～9/15
最初の一歩

参加者交流会「カフェ de ボランティア」

申込み＝勇気

中学生～大学生くらいを対象とした夏休みボランティ

8/23(木)16 時。45 名の若者がサポセンに集合。

ア体験、きっかけづくりのプログラム。(社福)茅ヶ崎市

グループに分かれ各々の体験や感想を話しました。オリ

社会福祉協議会と(認定特非)NPO サポートちがさきの

エンテーション同様、茅ケ崎高校ボランティア同好会と

共催で 15 回目を迎えました。

茅ケ崎西浜高校 JRC 部が裏方で、進行は大学生スタッフ

今年度の参加者は 127 名。高校生の参加(48％)が今まで

という若いメンバーが活躍してくれました。

で一番多かったです。オリエンテーションは 7/13、14

こんな体験をしました！こんなことを感じました！

に開催し、忙しい学生には個別対応もしました。塾や部
活のスケジュールの合間にボランティアを考えてくれ
ることは頼もしいことです。参加者にとって普段の学校

▶海ではプラスチックのゴミがとても多い。人を救う大
変さや海で遊ぶ危険性を知った。▶小出川に多くの生き
物がいることや無農薬でお米を作る大変さを知った。

生活や塾とは全く違う

▶ペットショップの犬猫と違い病院にいる子たちは皆

世界での体験。それぞ

個性があり一匹ずつかわいいところが違った。▶こども

れの関心・興味などで

は元気すぎて相手をするのがへとへと。楽しそうに見え

受入先を選び、２日以

る仕事も実は大変！▶高齢者の方から昔の遊びや生活

上のボランティア体験

習慣などの話が聞けた。▶障がいのある子どもは各々特

をしました。

徴があり接し方を変えた。子どもへのスタッフの指導が

【受入団体・施設 21 ヶ所】生活リハビリクラブ茅ヶ崎/(社福)

予想以上に厳しかった。

翔の会 萩園ケアセンター/(社福)翔の会 湘南鬼瓦/(社福)翔

それぞれの体験を共有し、他者の体験も自分の思いに加

の会 ブルーベリー/(特非)松の実会 みらまーる/(特非)トム

えることができたと思います。「協力する大切さ、仕事

トム あいあいクラブ/(社福)茅ヶ崎市社会福祉協議会障害者

の裏側の大変さ、進路を考える上で参考になった」など、

生活支援センター/ぽかぽか保育園/（社福)松が丘保育園/(特

楽しく学んだようです。

非)ワーコレたんぽぽひろば たんぽぽはうす/きらきらぼし

この酷暑の日々、無事に体験ができたのは、各受入先の

(子育ち応援する会)/地域のお茶の間研究所さろんどて/茅ケ

皆様方の並々ならない

崎里山公園倶楽部/三翠会/ほのぼのビーチ茅ヶ崎/サーフ 90

ご配慮の賜物です。

◆2 年目事業◆
茅ヶ崎ライフセービングクラブ/(特非)湘南市民メディアネッ

7 月末の台風の際には

トワーク/湘南動物愛護病院/(特非)ウェルフェアポート湘南
団体名
事
行 事業名

参加者への安全第一の
担当課名

総事業費(円)

(

業
政
/(特非)WE21
ジャパンちがさき/(認定特非)NPO サポートち
対応、ありがとうござ
NPO 法人スリーエフコミュ
提 市制 70 周年 茅ヶ崎市民文化会館改修
文化生涯学習課
228,000
２
がさき (順不同)
いました。
ニティサービス
事案 工事期間を活用したメモリアル事業
業型
特定非営利活動法人
推 茅ヶ崎市の未来を考える政策コンテスト
企画経営課
1,500,000
こどもエコカフェ
様々なタイプのソーラークッカーで、あっという間に
進
ドットジェイピー

)

次々と出来上がるポップコーン、ホットケーキ、ラスク、

(

事市
業民
３提
事案
業型
推
進

特定非営利活動法人
文化生涯学習課
時：8/26(日)10:00~12:00
ハマミーナ魅力 日
UP 大作戦
2,750,000
ソーセージ、クッキー、ゆでたまご、白いごはん等の食
まちづくりスポット茅ヶ崎
福祉政策課

場

所：ちがさきサポセン

べ物。その美味しさと太陽の恵みに感動し「ソーラーク

)

特定非営利活動法人
参加者：19 名
防災への動画活用
防災対策課
1,320,000
ッカー買おうかな」とつぶやくお父さん。
ペットボトル
湘南ふじさわシニアネット
協 力：NPO 法人ちがさき自然
に入れた水が太陽の下で温水になる実験や、災害時に役
中学生への学習支援事業 エネルギーネットワーク
こども応援丸
学校教育指導課
1,329,000
立つカレンダー紙食器、ツナ缶キャンドル作り、
省エネ
－わかる喜びを、生きる力に－

グッズの紹介など、盛りだくさんの内容となりました。
市民立太陽光発電所れんこちゃん 1 号は来年 10 周年！
サポセンの購入電力量は、太陽光発電と蛍光灯のキャノ
ピースイッチの合わせ技

猛暑の夏、おひさまパワーのすごさを体感
最高気温が 36℃まで上がった夏休み最後の日曜日。小
学生のこどもたちとその妹や弟たち、保護者が集まり、
ソーラークッキングやクイズ、工作などを楽しみながら
身近な自然エネルギーについて学びました。

で、設置前と比べて 62％
も削減されました。
これからも環境に配慮
した取り組みを行って
いきます。

－２－

ふらっと茅ヶ崎 夏まつり
8/13(月)～17(金)、エメロードにあるフリースペース

経て 44 団体へリユース PC50 台、液晶モニタ 6 台が

「ふらっとパル茅ヶ崎」で開催された夏まつりに出店。

寄贈されました。

最終日午後のみの参加でしたが、ユースボランティアの

8/25(土)相模原での寄贈式では、facebook live で会場

高校生２名にもお手伝いいただき、ビーズおもちゃづく

の様子を配信、出席できなかった団体も交流イベント

りやサポセン紹介、出店団体との交流を行いました。

に参加、初めての試みながらスムーズに実施できたこ

※「ふらっとパル茅ヶ崎」P4 参照

とは大きな成果でした。
茅ヶ崎からは、特定非営利活動法人ウェルフェアポー

第 15 回 かながわイーパーツ
リユース PC 寄贈プログラム

ト湘南が寄贈を受けました。

市民活動団体の情報化や基盤強化支援のため企業提供
のリユース PC を寄贈するプログラム。
認定 NPO 法人イーパーツと県内 10 の支援センターに
加え、新たに 1 支援センターが参加。7 月の審査会を

茅ヶ崎で活躍中の NPO を追っかけレポート！

さぽちゃんが行く！

登録団体編

「特定非営利活動法人 発達サポートネット バオバブの樹」
2010 年１月設立。会員約 100 家庭。全てのこどもたちが、自分らしさを発揮して生きていける様に、
こどもたちに生きる力、つながる力をつけると共に、こどもたちを取りまく環境にも働きかけています。
【団体のスタッフの方々に活動の思いをお聞きしました】
安心して生活できる社会実現のための活動

の名前をつけたそうです。

目に見えにくい困難さを抱えたこどもたちを理解し、

サポセン☆ワイワイまつりで学ぶ

育て、支える。そして、こどもたちを支える人々をつ

将来の自立に向け、働く意識や金銭感覚などを楽しく

なぐために発足した NPO です。予約をすれば誰でも

身に付けていく機会として、ワイワイまつりに５年連

利用できる「ほのぼのサロン」(参加費あり)を入り口

続参加。
「ワイワイまつりは地域の人たちとともにゆっ

に、こどもや保護者の『困った』を適切な形でサポー

たりとした雰囲気の中で活動できるのが何よりの魅

トしたり、地域の情報を提供したりしています。言語

力。人前で話すのがとても苦手なこどもたちですが『待

聴覚士による個別療育の他、こどもたち同士のグルー

ってもらえる、否定されない』雰囲気の事前ミーティ

プワークや季節のイベント、幼稚園教諭、保育士、教

ングだからこそ、団体紹介ができました。おまつり当

員、医療･福祉相談機関従事者などに向けて理解を深め

日もポップコーンや綿菓子を作り、接客し、広報活動

るための研修会も開催。こどもたち自身の学び、育ち

も行いました。おまつり後は決算報告を受けお給料も

の支援だけでなく周囲の理解を促し環境を変えていく

手にし、働く大変さとともに充実感も味わえる貴重な

活動も行っています。これらの活動は、ママスタッフ

機会となりました。」と、話してくださいました。

と専門家が自分の得意分野を活かし、支え合いながら

サポセンも未来を担う子どもたちを応援しています！

運営しています。

周囲の理解を広げたい

“バオバブの樹” 名前の由来

こどもたちにとって良い環境、学びを提供するととも

療育の有名なお医者様

に、NPO の活動としては『こどもたちのことを多くの

(高松鶴吉さん)が「こどもたちは

人に知ってもらうこと』も大切にしています。今年も

植物のようなもの。いい環境を整えることですくすく
と育つ。手をかけ過ぎたり、肥料をあげすぎたり、放
っておくのも駄目。その植物にちょうどよい環境を用
意することがいい」とおっしゃっています。数ある植
物の中でも独特で、環境によって大きく育ち方を変え
るバオバブの樹はこどもたちに似ている、と感じ、こ

視察・研修受入／講師派遣

7/29～7/31

県教育委員会や茅ヶ崎市民生委員の方向けの講演活動
などを行いました。10 月に開催される“ボランティア
塾 in 鶴嶺高校”には、５年連続参加。
「高校生の反応は
毎年違っていて、私たちもたくさんの学びをいただい
ています。
」と、理解を広げる活動にも意欲的に取り組
んでいる姿勢が印象的でした。

茅ヶ崎市内小学校教諭研修受入

－3－

1名

げんき基金へ 20,873 円 寄付

市民活動の「イベント情報」など情報発信中！
▶市民活動の facebook グループ 開設！

花壇に咲いた“ラベンダー”とグリーン

市民活動の facebook グループ「ちがさき市民応援団」を

カーテンで植えた“ゴーヤ”を今年も利用者の

7 月に開設しました。市民活動のイベント情報、ボランテ 皆さまへお分けしました。お預かりした
ィア・団体会員募集など、茅ヶ崎をより良い地域・社会に 募金は、茅ヶ崎市の「市民活動げんき基金」
するために活動している人・団体が相互に情報のやりとり へ寄付。ご協力、ありがとうございました。
ができる交流の場です。

つどう･つながる･つたえあう～

▽アドレスはこちら▽

｢ふらっとパル茅ヶ崎｣

https://www.facebook.com/groups/2130466510530316/

facebook にログインし参加登録後、承認されたら自由に

誰でも利用できるフリースペース、会議用貸しスペース

書き込めます。投稿お待ちしています♪

(16 名程度、DVD 上映等も可能）
、簡単な調理ができるキ
ッチンスペース、キッズスペース等があります。

▶ “サポセン HP”や“館内掲示”でも情報発信！

詳細は WEB、または下記へお問合せください。

「知らせたい」
「募集したい」などの市民活動のイベント

（予約状況は、WEB でも確認可能）

情報をお寄せください。チラシを持参、またはチラシデ

▷開

ータを E-mail で送っていただいても OK！

館：月曜～金曜日 9:00～18:00

▷問合先：0467-81-5247(ふらっとパル茅ヶ崎)

団体紹介パンフレットも募集中、掲示できます！

▷住

※営利、宗教、政治を主たる目的とする活動の情報掲示は、
お断りしています。

所：茅ヶ崎市新栄町 8-5 山藤ビル 1 階
(茅ヶ崎駅北口より徒歩 4 分)

広報ちがさき(毎月 15 日号)
「市民の活動だより」掲載団体紹介(11 月まで)

FM83.1 レディオ湘南
茅ヶ崎市広報番組「はまかぜちがさき」

▶ 9/15 号：リトルアポロンズ

毎月第４木曜日 8:15～8:20(5 分間)、市民活動のイベント

▶10/15 号：シネマテーク茅ヶ崎

などが紹介されます。ぜひ視聴ください。

▶11/15 号：萩園いこいの里ロビー活動実行委員会

2018 年 9 月
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○休館日：10/17

○休館日：11/21

4

4 館内利用制限日：フリースペース(大)
※11/10(土)12:00～18:00
全館利用制限

・11/ 9 まつりキックオフ交流会(夜間)
・11/10 居場所づくり交流会(午後～夕方)
・11/11 まつりキックオフ交流会(午前)
・11/17 NPO 講座(午後)

※主催イベント開催のため上記以外でもフリースペースのご利用を制限させて頂く場合があります。ご理解ご協力の程お願いいたします。

ちがさき市民活動サポートセンター
9:30～21:30

▶休

毎月第３水曜日、年末年始(12/28～1/3)

館

日

サポセンキャラクター
“さぽちゃん”

▶開 館 時 間
▶ア ク セ ス

JR 茅ヶ崎駅北口より徒歩 10 分程度・駐車場 14 台・障がい者用駐車場 1 台・駐輪場あり

▶連

〒253-0041

絡

先

神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎 3-2-7 T E L / F A X：0467-88-7546
ちがさきサポセン 検索

▶指定管理者

E-mail：s-center@pluto.plala.or.jp

認定特定非営利活動法人 NPO サポートちがさき(指定管理期間：2017 年 4 月 1 日～2021 年 3 月 31 日)

編集・発行 認定特定非営利活動法人 ＮＰＯサポートちがさき 発行責任者
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益永律子

