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こどたん 2021 開催日▷▷オンライン開催 
2021年 3月 13日(土)・14日(日)10:30～16:30(予定) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

茅ヶ崎の NPOと市民活動を支援する情報紙              2020年 11 月 

ちがさきサポセン 

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

11月～1月主催イベント 

SDGs は、「知る段階」から「実践する段階」に移行しています。SDGs の目標達成に向けて、多様なアクターが 
協働して地域課題を解決する方法を講義とグループワークを通じて学ぶ講座です。 
◆日 時：1 月 31 日(日) 14:00～16:00 ※オンライン講座(ZOOM)      
◆講 師：新海 洋子さん(SDGs コミュニティ代表理事)     ◆対 象：市民活動団体、自治体職員、事業者 
◆定 員：30 名                  ◆申込先：ちがさきサポセン   ◆申込締切：1 月 25 日(金)   

公民協働のまちづくり～ウィズコロナ時代の SDGs推進に向けて 

遊びやものづくり、いろんな体験から わたしのまち『ちがさき』を知る！イベント 

【こどたん 2021】 

令和 3年度実施 市民活動げんき基金補助事業「伝わる！企画書作成会」 
各団体の状況や補助金を使って行いたいことを聞きながら、申請の相談にのるとともに、読み手に伝わりやすい申請
書類の作成についてサポートします。応募してみようかな？と思われたら、お気軽に参加ください！ 
◆相 談 期 間：12 月 11 日(金)～12 月 25 日(金) (※12/13(日)・12/16(水)・12/20(日)除く) 
◆場   所：ちがさきサポセン 
◆相談時間帯：①10:00～  ②15:00～  ③19:00～  
       ①～③の時間帯以外で希望する場合は要相談 
◆事前予約制：団体ごとに相談(1団体 1回 2時間まで) 
       ➡予約は、ちがさきサポセンまで 
◆持 ち 物：募集要項、事業企画書、サポセンに未登録団体は 

活動が分かるパンフレットやチラシ等。 
事前に送付しても可。 

  

市職員による、 
初めて応募する団体向け「制度説明会」開催！ 

【オンライン開催】12月 10日(木)15:00～ 
【集 会 式 開 催】12月 10 日(木)19:00～ 

＠市役所本庁舎 4 階会議室 
いずれも、12/8(火)17 時までに申込必須 

<申込先:茅ヶ崎市市民自治推進課(☎82-1111)＞ 

約 30分 

キックオフ交流会(まつり説明会) 開催！ 
 

無料 

市民活動のパソコン「困った」は、              

NPO 法人パソコンボランティア湘南のメンバーがアプリの使い方、PC 基本操作等のサポート等 
を無料で対応します(PC 修理、初期設定、OS更新は対象外) 。ぜひ、ご利用ください。※事前予約制 
◆日 時：月 2回・月曜日(11/30、12/14･21、1/18･25、2/8･22、3/8･22 予定)、13:00～16:00 
◆場 所：ちがさきサポセン・フリースペース(小)  ◆対 象：市民活動団体、市民活動をしている個人   
 
 
 

「PCサポート」！ 

 △△ 
キックオフ交流会詳細 

 

◆日 時：12 月 4 日(金)19:00～20:30   
12 月 5 日(土)10:00～11:30       ◆場 所：ちがさきサポセン 

◆定 員：20 名（事前申込制、1 団体 2名まで）、日程が合わない場合は、個別にて対応 
◆内 容：まつりの趣旨、概要、スケジュール、質疑応答、意見交換、交流タイム 
 

参加団体大募集！ 

「こどもたいけん☆ワイワイまつり」 
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講師の方々のきめ細かいサポ―トのお陰で自分のペ
ースで学べた様子でした。 
参加者からは、「パソコンについて学ぶ機会が少

なく自己流で使ってきたが、講義を受け多くの学び
を経験した」「勉強になった」などの声をいただき
ました。更なるスキルアップを目指し、実践しなが
ら活動の幅を広げて欲しいと思います。 

『市民活動応援プログラム』2020年 10月～11月 
 
 

もっと知りたい！サポセンのこと 
▶NPO講座：オンライン活動支援「ZOOM入門～はじめの一歩」 
 

日 時：10/13(火)･14(水) 10:00～12:00   
場 所：ちがさきサポセン 
参加者：各日 12 名(6団体) 
講 師：大木伊都子さん(NPO 法人パソコンボランテ
ィア湘南代表)、サブ講師 4名 

対面講座でしっかり学べた ZOOM 
集まって団体活動をするのが難しい今、オンライ

ンツールを使いたいが使い方が分からない等の団体
を支援するため今回の講座を企画しました。 

1日目は、ZOOMについて知り、実際ミーティング
に参加する方法。2 日目は、自分がホストとなり、ミ
ーティングを主催する方法を学びました。 
  
  
 
  

▶ZOOM+サポセンで「利用者懇談会」 
 
日 時：10/30(金) 10:00～11:30 
場 所：ちがさきサポセン 
参加者：11名(7団体、サポセンスタッフ含む) 
 
 
 

初の試み、リアルとオンライン 
「新型コロナウィルス」影響下の活動などについて
情報交換や意見交換の場として、サポセン会場(リア
ル)と ZOOM(オンライン)を繋いだ懇談会を開催。 
まちづくり、子ども支援、環境保全、社会教育、人

権、文化・スポーツ等の分野の団体が参加しました。 
  
 
  

・少人数、小規模で継続(環境保全) 
・メンバー層が若く普段からオンラインのやりとり
が多く、そんなに影響がなかった(人権) 

・オンラインでピアノの発表会を開催し、子どもたち
に喜んでもらった。そこで培った知識と技術がコ
ロナ禍の市民活動に生かせている(子ども支援) 

みなさん、“できない”ではなく、“できる”方法を見
つけていました。協力しあえばできる！とやる気が
わくお話をたくさん聞くことができました。 
一方、止まってる活動（親子が交流したり、悩みを相
談しあったりする場）もあり、気がかりという声もあ
りました。 
市民活動は止まらない！ 
自粛期間中の個々の過ごし方では、活動の振り返

りや見直し、勉強と、充電期間としてうまく使えたよ
うでした。 
最後に参加者からは、「行政も含めオンラインをう

まく活用し、様々な活動が活性化していけるとよい」
「コロナ禍でも集まれる場所の情報公開をしてほし
い」「分野を超えた方と情報交換ができてよかった」
などの感想をいただきました。 
大変な時期であっても、前向きな姿勢が印象的で、

元気をもらえました。 

コロナ禍でも知恵を出し合い活動 
・ZOOM の使い方を会員同士で教え合い総会を開催 

(まちづくり) 
・専門知識を持った知り合いの協力を得て、オンライ
ンを駆使しワークショップやイベントを開催。 
今は参加費をもらっていないがこの先、運営でき
るか心配（子ども支援) 

・オンラインの活動は難しい。集まれる場所を探し、
規模を小さくし活動(社会教育) 

・子ども食堂は、お弁当を配布するスタイルに変え、
届けたい人への支援は継続(子ども支援) 
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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！ 

みんなの居場所「びすた～り」 「びすた～り」とは、ネパール語で“ゆっくり”という意味。 
   誰でも参加できるコミュニティカフェ。ひとりひとりが大切にされる街になるように…と、 

「令和 2年度実施げんき基金補助事業」を活用して市内（南湖）で活動をスタート。 
 

スマホアプリに表示 
される QR コードや 
バーコードを使って、 
誰でも手軽に利用 
できるのが特徴です。 
実際にアプリ登録が完了した参加者と講師の間で、 
電子マネーの送金・受取を実体験し、その手軽さが 
実感できました。 
受講者からは「Pay-pay の使いやすさが分かった 

ので、今後活用出来たらと思う」「既に個人で電子 
マネーを利用していたが、本講座で団体としての活 
用法を聞けて良かった」などの声をいただきました。 
 

 

さぽちゃんが行く！ 連絡先はコチラ▷ 

団体の会費徴収や、市民対象の講座・イベント等
参加費の受取りなど、便利な電子マネーを利用して
実施する術を学びました。 
今回はオンライン決済(電子マネー)のひとつ

｢PayPay｣の利用法です。 

▶視察・研修受入/講師派遣 11/5(木)茅ヶ崎市新採用職員研修講座 

《代表の永田さんにお話をうかがいました》 

▶NPO講座：オンライン活動支援「オンライン決済」 

～詳しい活動報告は、サポセン HP をご覧ください～ 

日 時：11/6(金) 10:00～12:00 
場 所：ちがさきサポセン 
参加者：8名(7 団体) 
講 師：横溝 芳明さん(NPO 法人パソコンボランテ
ィア湘南 会員）、サブ講師 3名 
 
 

▲充実したテキスト一式 

外部の団体、個人に貸し出す 
「レンタルスペース」事業も 
あり、すでに「書道教室」と 
「手仕事ひろば」が始まって 
いるそうです。この他にも、 
「びすた～り」に集う 
メンバーが「わいわいがや 
がや」言いながら自分の夢を 
事業化できる「わいがや企画」というユニークな事業 
もあります。 
運営の悩みと将来の夢は？ 
 こうして順風満帆に見える「びすた～り」ですが、
悩みがないわけではありません。「一番の悩みは、ど
のように地域に溶け込んでいくかと場所を継続的に
運営していくための資金確保です」と、永田さん。 
将来の夢を尋ねると、多種多様な方々と交流した

いので「高齢男性のために蓄音機を活用したレコー
ド鑑賞会」や「多世代が交流できる＜みんなの食堂＞
を企画」など、続々とアイデアが出てきます。 
最後に、「生き辛さを感じている人が、笑顔になるこ
とが何よりの楽しみなんです」と話してくれました。 

▷場所：茅ヶ崎市南湖 4 丁目 9-9 
(南湖消防署近く・南湖東信号そば) 

・Shop 10 時～17時 
・レンタルスペース 10 時～21時 

(土・日・祝はお休み) 
 

対面しなくても決済可能に 

みんなの居場所「びすた～り」ができるまで 
長年、「サンチャイ・ネパールねぱるぱ」代表とし

てネパールへの国際協力活動を続けてきた永田さん 
は、支援先の村から仕入れたコーヒーの豆の普及の
ため週２回のカフェを開いていました。そこで出会
った生き辛さを抱えた人と一緒に何かできないかと
考えた時、生活用品のリサイクル事業ならできるの
ではないかと思いつき、昨年３月頃より拠点を探し
ていました。その後、偶然、知人の六角さん（NPO 法
人セカンドリーグ神奈川事務局次長）も永田さんと
同じ想いをもっていたことを知り、新しい居場所づ
くりに向けた協働作業がスタート。一緒に場所探し
をする中で見つけたのが南湖の一軒家でした。 
内部を改装し、 今年 9 月に開所した「みんな居場

所『びすた～り』」は、NPO 法人セカンドリーグ神奈
川が建物を管理し、「サンチャイ・ネパールねぱるぱ」
が運営を行っています。 
施設の様子と事業の内容は？ 
 「びすた～り」は、鉄砲道に面した一軒家。1 階に
は、広々とした洋間と和室のほか小部屋が２つ、2 階
には事務所スペースと倉庫兼作業場があります。 
事業内容は、「びすた～りカフェ」やネパール雑貨の
販売をはじめ、生活用品のリサイクル事業、フードド
ライブ事業、寄贈本が本棚をめぐる「くるくる文庫」、 
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○休館日：12/16 
〇年末休館：12/27 午後～12/31 
4 館内利用制限日：フリースペース(大) 
 12/4 夜間、12/5 午前:キックオフ交流会 
 

広報ちがさき 1日号「市民の活動だより」 

〇年始休館：1/1～1/3 
○休館日：1/20 
4 館内利用制限日：フリースペース(大) 
 1/31 午後:NPO 講座 

冬場の感染防止対策について 

 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※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” 

12月  11月  

○休館日：11/18 
4 館内利用制限日：フリースペース(大) 

サ
ポ
セ
ン
カ
レ
ン
ダ
ー 

 
 

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       

 

(株)大塚商会は、通信販売事業「たのめーる」で発生
した、パッケージ破損などで戻し入れになった商品や季
節商品などを NPO 団体や福祉施設に寄贈する社会貢献プ
ログラム「たのくんからの贈り物」という活動をされて
います。 
このたび、寄贈いただいた、事務用品(ボールペン・テ

ープ等)を館内の貸出文具コーナーに追加しています。 
みんなで大切に使わせていただきましょう♡ 
一部、文房具の販売もしています。売上は、茅ヶ崎の

市民活動を応援する市の補助金「げんき基金」へ寄付し
ます。窓口前に販売コーナーを設けておりますので、 
ぜひお立ち寄りください。 
 

寄付に支えられて 

市民活動団体の魅力あるメッセージを紹介。 
ぜひご覧ください。 
▷12/1号：茅ヶ崎ラフターヨガクラブ 
▷  1/1号：NPO 法人 セカンドワーク協会 

2021年 1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 31 

 

お仕事、頑張ってます！ 
～「ぷれジョブちがさき・さむかわ」活動受入 

ぷれジョブでは、特別な支援の必要な子が地域で働く
体験をすることを通じて、障がいの有無にかかわらず、
共に助け合うことのできる地域社会を創る活動をしてい
ます。障がいのある小学 5 年～高校 3 年の子どもが地域
のジョブサポーターの付き添いのもと週 1回、1時間、
半年間仕事体験をします。 
サポセンも 10月から月 2 回、市内に通う中学生を受入

れています。花壇の水やり、書類を廃棄するためのシュ
レッダー、新聞紙のゴミ袋作り、感染防止対策として机
や椅子の消毒等その仕事がなぜ必要かを伝え、コミュニ
ケーションをとりながら実施。 
ひとつひとつ丁寧な仕事 

ぶりには感心しています。 
消毒は、「家でも役に立つ！」 
と、自身の生活にも取り入れ 
たいと話してくれました。 
学校や家庭で得られない 

体験をたくさんしてもらえ 
たら嬉しいです。 
 

引き続き、センターを利用する際は、 
(印刷、打合せ･作業、パソコン利用) 

できるだけ事前予約をお願いします。  
冬場も館内の換気を行いますので、 

暖かい服装・マスク着用でお越しくだ 
さい。そして、入口では手指の消毒を。 

ご協力、よろしくお願いします。 
 

★団体の活動でマスクが必要な方は、無料でお譲りして
います。必要な方は、窓口にお声かけください。 
但し、数に限りがあるのでお早めに。 

▲シュレッダー 作業中 


