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◆日 時：2021年 3 月 13 日(土)・14 日(日)  10:30～16:30(両日とも)（予定） 
市の「新型コロナウィルス市内感染のまん延防止に係る取り組み方針」により、多くの人が 
集まる大規模なおまつりの開催はできませんが、子どもたちが自由な発想で遊び学び楽しめる 
体験型のイベントを開催したいと考えています。オンライン、またはサポセンでの少人数ワークショップなど、 
新しい「こどたん」のやり方について団体の皆さんからのアイデアを募集します。（詳細はホームページにて） 
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茅ヶ崎のNPOと市民活動を支援する情報紙               2020年 9月 

ちがさきサポセン 

▷  ちがさきサポセン(TEL/FAX 0467-88-7546、✉ s-center@pluto.plala.or.jp)  ◁ 

10月・11月主催イベント 

新型コロナウィルス感染症の収束の目途がたたない中で、新たに取り組んだこと、工夫したこと、今の悩み、これから 
の活動について不安なこと、新たに挑戦したいことなど、ざっくばらんに Zoom でおしゃべりしましょう！ 
◆日 時：  第 1 回目 10 月 30 日(金) 10:00～11:30 第 2 回目 10 月 30 日(金) 14:00～15:30  
◆定 員：各回 25名(サポセン会場は 5名、先着順)   
◆申 込：・「Zoom 参加」はメールにて受付… 件名：「2020サポセン利用者懇談会」、本文：①団体名②参加者名 

③連絡先電話番号④Zoom 接続のメールアドレス⑤他の団体に聞いてみたいこと、を入力後送信 
・「サポセン会場参加」はメール、TEL/FAXにて受付…上記①②③⑤をお知らせください。 

◆申 込：9月 28日(月)より先着順で受付開始 
 
 

集まって活動することが難しい今、Web ツールを活用
し活動をしたいが、どうしたらいいか分からない団体
を対象に、2 日連続で Zoom の使い方を学び、実際の
オンラインミーティングを体験する講座。 

◆日 時：1 回目  10 月 13 日(火) 10:00～12:00  
2 回目  10 月 14 日(水) 10:00～12:00  

◆場 所：ちがさきサポセン   
◆対 象：市民活動団体・地域活動団体でオンライン

会議や企画を考えている方(主催者)でメー
ルの送受信ができる方(連続受講可能な方) 

◆講 師：NPO 法人パソコンボランティア湘南 
◆定 員：先着 5 団体/10 名まで(1 団体 2名まで) 
◆持ち物：ノートパソコンもしくはタブレット端末 
     (Wi-Fi、マイク、カメラ、スピーカー機能搭載) 
      ＜貸出パソコン 2台(申込時に予約が必要)＞ 
◆申 込：9月 28日(月)より先着順で受付開始 

「Zoom+サポセン で 利用者懇談会」
 

団体の会費や講座の受講料などを対面しなくても受け
取れる便利なオンライン決済について学びます。スマ
ホを使って支払うサービスのひとつ「PayPay」の登録
から使い方、安全性など詳しく説明。 

◆日 時：11 月 6 日(金) 10:00～12:00  
◆場 所：ちがさきサポセン 
◆対 象：主催事業・団体運営等でオンライン決済を

検討している市民活動団体 
◆講 師：NPO 法人パソコンボランティア湘南 
◆定 員：先着 5 団体/10 名まで(1 団体 2名まで)  
◆持ち物：スマートフォン、任意で PayPay に登録す

る方は、顔写真付身分証明書(運転免許証、
マイナンバーカード等) 

◆申 込：10月 19日(月)より先着順で受付開始 

=連続講座= Zoom入門編 
～はじめの一歩(対面講座) 

 

市民活動のための 
オンライン決済(対面講座) 

「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」 こどたん 2021 
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「オンライン活動」 

～講座 体験談 ① ②～  

～YouTube動画配信～  

①【サークル仲間とオンライン手話サークル】 ★茅ヶ崎手話サークル松の会  
・きっかけ：活動場所が休館となり、ろう者との会話も減り、本物の手話を見て学ぶためにも Zoom を取り入れました。 
・メリット：対面で手話を使って話せること    ・課題：オンラインができる環境でない人もいること 
・参加者の感想：オンラインで躊躇していた声もありましたが、やってみたら「楽しい」「みんなの顔が見れて安心した」 

「グループ分けの開催でより身近に感じる」など、前向きな意見が多かったです。 
・今後：制限ある中で通常の活動場所でサークルを再開していますが、コロナの状況によってはオンラインサークルが 

いつでも出来る状況は必要と考えています。 
②【パソコンサークルをオンラインで】 ★特定非営利活動法人 パソコンボランティア湘南（パソボラ湘南） 
・きっかけ：体験相談コーナー(市役所内)での操作指導、各公民館や勤労会館でのサークルへの講師派遣活動、訪問支援

(しょうがい者施設訪問)などの活動が公共施設の休館、市の主催事業の休止により 3月から停止しました。 
会議をする場所もなく、オンライン会議のツールを色々試し、開催することにしました。 

・メリット：今まで対面で参加できなかった方々の参加が可能になること  
・課題：受講者側の Zoom 接続環境(講座中、通信が切断してしまう) 
・参加者の感想：「録画し復習ができる」「自宅で受講でき助かる」「仲間と顔を合わせれて嬉しい」など、喜んで参加して

いただいています。 
・今後：9月から対面講座が再開しますが、オンラインを希望するサークルもあるため両方にて活動します。また有償オン

ラインレッスンも実施予定です。 

【みんなで歌おう♪】 ★歌声サロン「チーパッパ」 
・きっかけ：歌声喫茶もサロンも休業で再開のメドも立たない中、せめてオンラインで呼びかけ 

ようと、80歳記念に YouTubeで動画配信しました。 
・撮影方法：場所は自治会館、録音はスマホ、主にひとりでキーボードやベースの方と一緒にやるときもあります。 
・編集方法：音の編集は、オランダに住む娘さんに録音データを LINE で送り、編集後に YouTube へアップします。 
・今後：ご自宅で歌ってもらい、精神的にも開放され、癒され自衛にもなります。月１～2回アップしていきたいです。 

 

 

②【オンラインで演奏して踊って撮影しよう！「浜辺の歌サンバ」プロモーションビデオ制作】 
★湘南 SHOW 点  

・内容：Zoomでワークショップ！湘南の海をイメージして作られた「浜辺の歌」を楽しいリズムでアレンジした「浜辺の 
歌サンバ」の音楽に合わせて、一緒に練習。成果発表での撮影や録音を組み合わせてプロモーションビデオを制作！ 

・日程：10/3(土)、10/10(土)、10/17(土)、10/25(日)、11/1(日)、11/21(土)、11/28(土)   
・その他：「Zoomの使い方が分からない」という方、メールや電話で個別に対応可能 

Wi－Fi 環境とスマホ、タブレット、PC いずれかで参加可能 
・申込・詳細問合せ：090-8516-5649(代表:清水友美)、✉clef-de-sol@jcom.home.ne.jp 
  

◀「茅ヶ崎の魅力を伝えるプロモーションビデオ(2017年度げんき基金助成事業)」You Tube  
その他にも多数の動画を You Tubeにアップ。ブログや Facebook でも情報発信中！ 

①【お絵描き工作リモートワークショッフ゜】 
★NPO 法人赤ちゃんからのアートフレンドシップ協会  

・内容：自宅にいながら先生とつながるワークショップ！ 
    お子さんの年齢、個性、状態に応じて、成長に必要な 
    バランスを考慮して講師が働きかける独自の手法で実施。 

                     

特 集 

～ワークショップ紹介 ① ②～  

その他の動画は「茅ヶ崎市民 歌声サロン」で検索！ 
 
 

代表の冨田さんからひと言 
対面が難しくても人の交流は絶やさず、 
安心な環境で活動をしたいと思いました。 
オンラインの方が参加者全員と同じ距離感 
を保て、近く感じたことに驚きました！  ▲団体 HP  

                                       

▲ 「茅ヶ崎小唄」 
（歌詞字幕つき） 

 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今まで通りの活動ができなくなった中で、工夫をしつつオンラインで活動や情報発信をしている 
団体、自宅で過ごすことが増えた今だから見てみたいサイト･動画をピックアップして紹介します。 

・1 日だけの参加 ok 
・事前申込制 
・参加費無料 
・どなたでも参加 ok 

 

mailto:clef-de-sol@jcom.home.ne.jp
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茅ヶ崎で活躍中の市民活動団体を追っかけレポート！ 

さぽちゃんが行く！ 団体 HPはコチラ▷ 

湘南遺産プロジェクト 
 湘南の歴史や文化を物語り、未来に残していきたい「モノ」「コト」を、みんなで探し、 
見つけて、選び、守り、育てていく市民活動です。正会員 15名、賛助会員 20 名。 
 
 代表の西村さんにお話をうかがいました 

市民団体だからできる 
「湘南」は、相模湾に面した一帯を指していますが、
地域としてあいまいさを感じていました。自身の住んで
いる所、行動範囲の湘南について市町村の枠にとらわれ
ず、未来に残していきたいものを洗い出ししたらおもし
ろいのでは、それを放っておいたら見逃してしまうので
は、と思い行動を起こしました。 
行政に頼らず、市民でやる活動は NPO しかないと、

2015年 2月に NPO 法人格を 
取得、そして自分たちの団体 
の証のロゴも商標登録したこと 
が活動の後押しとなりました。 
時代を先取りしたWeb投票システム 
「湘南遺産」として未来に残していきたい「歴史」「自
然」「景観」「産業」「食」「芸能」「無形」「記憶」「人物」
など、カテゴリーごとに市民や団体から候補を募った
後、主に Web 投票期間を経て選定されます。 
1候補に 1日 1回、毎日、複数候補に投票できるので、 
遺産にしたい人の熱意、その気持ちが票に現れるのが市
民投票のおもしろいところです。投票数は年々増え、活
動に賛成してくださっている方がいることは嬉しいで
す。（各年の選定は、HP をご覧ください） 
選定した「湘南遺産」を守り、育てる「湘南遺産ウォッ
チング」やセミナーの実施、行政から依頼で近隣の市町
で「写真パネル展」、併せて紹介冊子(サポセン掲示中) 
 

も作成し、普及啓発に取り組んでいます。「湘南遺産ウ
ォッチング」のガイドは推薦団体や地域のボランティア
などが担当し、今まで 23 回実施しています。 
HP や紹介冊子は「湘南遺産」の細かい歴史の説明文を
掲載し、時には遺産同士、歴史的な繋がりが後に判明す
ることもあります。遺産の調査や説明文の作成、団体の
運営などは、メンバーそれぞれがやれることをやって活
動しています。 
大切なものを繋いでいく 
「未来を担う子どもたちに“自分たちの近くにこんな所
があるんだよ“と、魅力ある湘南を伝えることも大事な
活動のひとつです。私たちの活動により、多くの人が知
らなかったものが、知るにつながることを願っていま
す。また推薦してくれた団体や市民の方との繋がりも大
切に、よい相互関係で活動できることも嬉しく思いま
す。 
コロナで今は、みんなが集まって次なる場所を探しに

行くことやウォッチングに行くことができない状態で
す。今一度、原点に戻り、次なにができるかを考えてい
きたい。」と語ってくださいました。 

コロナ禍で思うように出かけられない今にピッタリ
な「湘南遺産ウォッチング」！撮影・編集は、趣味の範
囲とおっしゃる西村さん。広告代理店で映像制作のお仕
事に就かれていたこともあり、腕前はさすがです！ 
動画で身近な湘南エリアに行った気分になれるはず。

ぜひ、ご覧ください！ 

～茅ヶ崎を知る、学ぶ、生活に役立つオススメサイト・動画～ 

 【茅ヶ崎市の動画・ポータルサイト】詳しくは市 HP参照 

 ▶市民活動団体と市との協働推進事業で制作 
・「ちがさきエコネット(地球温暖化対策ポータルサイト)」 
・「茅ヶ崎市防災動画」 
・茅ヶ崎市立図書館「郷土資料デジタルライブラリー」 
☆認定 NPO 法人湘南ふじさわシニアネット(SFS) 

・動画 de「ちがさき丸ごと博物館」Maruhaku TV 
☆NPO 法人湘南スタイル 

 
▶YouTubeちがさき動画ライブラリー 
自然、歴史、子育て、生活に役立つ 
講座など、様々な動画をまとめて 
配信中！ 

 

★アーバンデザインセンター・茅ヶ崎 
・バーチャルでまち歩き体験ができる 
「景観まち歩き 10選」、今は 3コースが 
アップ、残りのコースは随時更新。 

★茅ヶ崎郷土会 
・郷土の歴史、今昔の風景、野鳥や花、 
行事などを写真とともに紹介 

★Chigasaki Wave Club 
・今の茅ヶ崎の話題を写真と英語で紹介 
 

【茅ヶ崎身近な自然を残したい さぎ茶屋物語】 
・香川公民館となりの雑木林を守りたい 

思いが込められた紙芝居風動画 
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○休館日：10/21 
4 館内利用制限日：フリースペース(大) 
･10/13,14(13:00 まで)…NPO講座 
･10/30(16:30 まで)…利用者懇談会 

広報ちがさき「市民の活動だより」 

看板が新しくなりました！ 

 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※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。 

月 火 水 木 金 土 日 
   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 ○21  22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31  

 

ちがさき市民活動サポートセンター 
▶開 館 時 間 9:30～21:30   
▶休 館 日 毎月第３水曜日、年末年始(12/28～1/3) 
▶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 絡 先 〒253-0041 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               E-mail：s-center@pluto.plala.or.jp 
▶指定管理者 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 益永 律子  

サポセンキャラクター 
“さぽちゃん” 

10月  11月  
月 火 水 木 金 土 日 

 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 

14 15 ○16  17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30     

 
○休館日：11/18 
4 館内利用制限日：フリースペース(大) 
･11/6(13:00 まで)…NPO 講座 

サ
ポ
セ
ン
カ
レ
ン
ダ
ー 

 
 

9月  

○休館日：9/16 
4 館内利用制限日：フリースペース(大) 

月 火 水 木 金 土 日 
      1 

2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 

16 17 ○18  19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30       

 

ビーチクリーンなどのボランティア活動のほか、自宅
学習や日々の生活に役立つ動画サイトの紹介、ヘアドネ
ーションでの社会貢献など、若い方に見てほしい情報を
週に２回程度発信しています。 

@chigasapo でご覧ください！ 

市民と NPO をつなぐ 
「ちがさき市民活動ガイドブック 2020」発行！ 

308団体の情報掲載！ 
活動への参加や団体立ち上げなど一歩ふみだすきっかけ

づくりに、他団体とのネットワークづくりに、幅広く活用
してください。※Ｗeb版：サポセン HP「市民活動ガイド
ブック」では最新の登録内容がご覧いただけます。 
▷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 
 

◎何かやってみたい、活動に参加したい 
◎学校や地域で勉強会がしたい 
◎他の団体と協力して課題解決に 

取り組みたい 
◎どんな活動が自分にあっているのかな など 

～活動相談、新規登録は随時受付中！ 

こんな時にガイドブックを活用ください 

サポセン「Twitter」で 
若者向けに情報発信中！ 

広報ちがさき 15 日号が休刊中のため、市民活動団体を
紹介するコーナー「市民の活動だより」への掲載をお休
みしていましたが、1 日号へ掲載できる可能性がでてきま
した‼  掲載月は不定期ですが、お楽しみに♪ 

サポセンの道路沿い入口と館内入口のポスト上の看板
が新しくなりました！キレイな看板で、利用者さんをお
迎えします。 

 
 
 
 
 
 

▲道路沿い      ▲ポスト上 

7月より新たな利用ルールのもと、元気に開館してい
ます！利用時の予約制、マスク着用のお願い、ソーシャ
ルディスタンス、消毒、換気、など安心してご利用いた
だくため、スタッフも頑張ってます。 

～できるだけ事前予約での利用をお願いします～ 


