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  イインンタターーネネッットト・・リリススククママネネーージジメメンントト講講座座 
セキュリティと個人情報保護 

 
日   時 ２００４年２月２８日（土） 午後２時～５時 

場   所 茅ヶ崎市民活動サポートセンター  

講   師 会田 和弘氏 (NPO 法人イーパーツ常務理事・事務局長) 

定   員   ５０名 (先着申し込み制)  

参加申込 茅ヶ崎市民活動サポートセンター：0467-88-7546 

受付開始：２月１日より電話・ＦＡＸ･Ｅ-ｍａｉｌまたは直接サポートセンターへ 

参 加 費 無料 

一時預かり 事前申し込み制 

― インターネットを使いこなすため、危険を回避するための技を学んでみませんか ― 
 インターネットは上手に使えば私たちの生活を豊かなものにしてくれます。しかし、その一方で危険な面もあ

ります。データの取り扱いによって私たちは被害者ばかりか加害者にもなり得ます。情報が改ざんされていない

か､プライバシーや秘密、著作物はどう守られるのか？それがまさにセキュリティの技術です。インターネットで

被害者や加害者にならない為にどうしたらよいかを、情報を守る技術と私たちのルールやマナーについての意識

の両面から講師の会田和弘氏にお話していただきます。 
 

＊NPO法人イーパーツの主な活動はシンポジウムや講義を通じてNPOの情報化を支援し、 
企業からのリユースパソコンをＮＰＯ法人に寄贈しています。 

 

 茅ヶ崎市民活動フォーラム２００４開催   

今、茅ヶ崎がめざす協働のあり方～協働事例と財政的支援について～

  
    日   時 ２００４年３月２７日（土） 午後１時 30 分～４時 30 分 

場   所 茅ヶ崎地区コミュニティセンター(大会議室３Ｆ) 

  

 基 調 講 演 加藤哲夫 氏（せんだい・みやぎ NPO センター代表理事・常務理事） 

   パネリスト   平塚市市民活動推進課     熊川泰成 氏  

   横須賀市市民生活課             望月正彦 氏 

   ちがさき・ごみ会議      鈴木光子 氏 

   NPO 法人パーソナルサービスセンター トムトム   上杉桂子 氏 

 交 流 会 終了後 講師を交えての参加者との交流会 

定 員 １00 名（先着申し込み制 ３月 1 日より） 茅ヶ崎市民活動サポートセンター：0467-88-7546 

 参 加 費 無料 

 一時預かり 事前申し込み制 

 共 催 茅ヶ崎市＆特定非営利活動法人 茅ヶ崎市民活動サポートセンター管理運営委員会 

＊ 当日、服部市長も出席の予定です 
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第2 回市民と市長の対話集会 
昨年7月の第1回対話集会には約80人が参加、千ノ

川の溢水や福祉、教育委員会の問題など服部市長と熱の

こもったやりとりが行われました。 
2年目を迎える服部市長は市政のカジ取りをどのよう

にしようとしているのでしょうか。 
皆様お誘い合わせの上お気軽にどうぞ。 

日 時 2月7日（土）13:30~16:30 
場 所 コミュニティホール（分庁舎6Ｆ） 
連絡先 市民と市長の対話集会をすすめる会  

茅ヶ崎市鶴が台14-3-103 
           和久晴雄 TEL 51-3210 
Eメール h.waku@asahi.email.ne.jp 

 
茅ヶ崎中央ロータリークラブ 

        20周年記念シンポジウム 
茅ヶ崎の河川と向き合う河川浄化の現在 

基調講演 高橋 裕(たかはしゆたか)東京大学名誉教授  
総合討論 パネルディスカッション 
テーマ「茅ヶ崎の河川と向き合う」 

行政と市民ボランティアがつくりあげた千ノ川整備

計画書に基づき、パートナーシップの連携を柱として川

への意識を高め参画拡充がはかれる「場」にしたいと思

います。 
日 時 2月7日(土) 12:30開場 13:00開催 
場 所 さがみ農業協同組合 5Ｆ 大会議室 
主 催 茅ヶ崎中央ロータリークラブ 
    茅ヶ崎市新栄町13-32 茅ヶ崎商工会議所 3階 
        TEL 0467-83-6060 FAX 0467-83-9915 
 

茅ヶ崎良い映画を観る会 
『阿弥陀堂だより』小泉堯史監督作品 

東京で暮らす熟年の夫婦、孝夫(寺尾聡)、美智子(樋口

可南子)。仕事も都会の生活にも疲れた二人は、孝夫の

故郷信州に住むことを決意。二人は阿弥陀堂に住む 96
才のおうめ(北林谷栄)を訪ねる。悩みを抱えた人々の姿

が深く心に残る作品です。 
日 時 2月27日(金) 10時 14時 19時 
場 所 茅ヶ崎市民文化会館小ホール 
前売券 一般1300円 中高生シニア1100円 
連絡先 茅ヶ崎市平和町9-33 福田やよい 
    TEL/FAX 0467-86-8038(TEＬ予約もあり)  

 

元町・本村史跡めぐり 

茅ヶ崎駅北口歴史遺産探訪 
2時間の散歩へのお誘い 

日  時 2月11日（水）9時50分集合 資料配布  
集合場所 茅ヶ崎駅北口ペデストリアンデッキ 
出発時間 10:00→厳島神社→一里塚→東海道松並木     
     →八王子神社→海前禅寺 ピストン堀口(堀

口恒男)墓,佐々木卯之助供養碑,車地蔵→石

神古墳 
予約申込  TEL0467-82-3548 

草山聡司(衣料品のみどりや) 
            FAX0467-83-9835 
             吉田朝峰(湘南よしだ株式会社) 
主 催 もっとまっちファンクラブ 代表草山聡司 
後 援 教育委員会生涯学習課（担当 富永氏） 
 

 
 
 
 
 
 

特定非営利活動法人 
湘南ふくしネットワークオンブズマン 

第3回権利擁護についての市民セミナー 
『生活を取り戻す地域ケア』  

基調講演 
「長野だからできるのか？ 特養の出前方式」 

～厚生労働省の新しいモデル～ 
講師：宮島 渡 氏 
   (社会福祉法人恵仁福祉協会 アザレアンさなだ 施設長) 
「逆デイサービス」「施設機能の地域分散ケア」「小規模

多機能サービス」などをキーワードに、長野県での先駆

的実践について伺います。 
鼎談 「湘南でやりたい！“地域ケア”」 
   高橋 健一 氏(社会福祉法人翔の会 高齢者支援部長) 
   小川 泰子 氏(社会福祉法人いきいき福祉会 
                     ラポール藤沢 施設長) 
日 時 2月15日 (日)  13:30~16:45 
会 場 茅ヶ崎市農協会館 参加費(資料代)1000円 
共 催 NPO法人湘南ふくしネットワークオンブズマン 
    湘南ふくしネットワーク21 
問合せ 事務局 TEL/FAX 0466-81-9218 
ＵＲＬ http://www.npo-snet.com 

イベント 

 

市民活動に関わるイベントや講座、ボランティア募集

など市民の皆さんに役立つ情報を掲載します。また掲載

希望の方は奇数月 15 日までにサポートセンターへ情報

をお寄せ下さい。 

＊掲載情報についての詳細は各イベント主催団体等へ直接お問い合わせ下さい。 
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ぶん

文
ぶん

マーケット in 湘南 

自費出版・自主制作・手作りの本の展示会 
日  時 2月28日(土) 29日(日)  
場  所 ジャスコ茅ヶ崎店1階入口エントランス 
誰かに自分の本を手にとって見てほしい、そんな夢を

実現するために、あなたの『本』の展示会の開催。 
“作品募集中”（2月15日まで） 

応募対象 
・ エッセイ、小説、自分史、 

短歌、俳句、川柳詩、絵本、 
研究論文等を本や文集としてまとめたもの 

・ 著者は個人、グループどちらでも 
・ 手書き、手作りの作品もご参加いただけます 
・ 写真、イラスト等の作品も製本してあればＯＫ 
・ コミック作品のみの参加は不可 
展示参加料 1人または1グループ 500円 

連絡先 文
ぶん

文
ぶん

マーケット実行委員会 

    事務局 TEL0467-86-7306(夜間) 鈴木 

ちがさき環境市民講座かんきょうフォーラム 
学校の環境体験学習って、なーに？ 

パネルディスカッションとワークショップ 
★ 学校 ISOの取り組み 
（平塚市立豊田小学校総括事務主査 堂谷武さん） 
★ 小和田小学校における環境授業の一例 
（茅ヶ崎市立小和田小学校教諭 山岸知加子さん） 
★ 学校ビオトープ建設と生物とのふれあい 
（茅ヶ崎市立萩園中学校教頭 酒井健 さん） 
★ 持続可能な社会って、どんな社会？ 
（県立鎌倉高校教諭 羽角章さん） 
日 時 3月6日(土) 13:00~16:00 
場 所 茅ヶ崎市役所分庁舎5階AB会議室 
参加費 無料(申し込み制 先着60人) 
申込み 2月27日(金)までに 

市役所環境政策課(82-1111内線3231) 
主 催 茅ヶ崎市＆環境市民会議ちがさきエコワーク 
  

 
サポートセンターからのお知らせ 

■ 緑色のカラー印刷ができます 

このニューズレターを見てお気付きの 
ように、このたび当センターでは緑色の 
カラー印刷を始めました。 
チラシ、ポスターなどを、より多く 
の人目を引くようなものにしませんか。 
用紙に黒・緑の２色印刷、緑１色の印刷、頭見出し、

や中見出しなど、工夫すればいろいろな印刷ができます。

料金は黒と同じく５００枚まで１００円です。従って、

黒と緑の２色刷りの場合、製版を２回する必要があるの

で２００円となります。 

 
 
NPO法人 パソボラ湘南 

パソコン訪問サポート始めました 
『パソボラ湘南』は市内の各公民館での『パソコン 

講習会』や『パソコンサークル活動』を支援してい 
ます。この度、その活動の輪を公民館のみではなく、 
ご自宅でパソコンを使っていて困っている方々にも 
広げる事と致しました。 
これまでの経験を活かして、中高年齢の方々にやさ 

しく、わかり易く『パソコン学習』『トラブル解決』 
のお手伝いを致します。ご利用ください。 
ウィンドウズの操作,WORD, EXCEL,はがきソフト 
ホームページ,インターネット,メール等 
諸経費 1回(2時間)1500円 活動範囲 茅ヶ崎市内 
連絡先 水津顕一83-2837 加藤丈晴090-8045-9214 
       大木伊都子(しょうがい者担当)54-9054 
URL http://park2.wakwak.com/~pvshonan/top.html 

 
 

理科大好きボランティア支援 
青少年、社会人向けの体験学習等を推進するため実験

教室、工作(ものづくり)教室、自然観察教室、親子実験

教室、保護者・成人向け教室などの活動で、参加者 10
名以上のものに対し、 大10万円を支援。 
対象期間は平成16年3月末までの活動になります。 

随時受け付け。 
助成金額 大10万円 
締切日  常時受け付けています今年度分は2月27日迄 
助成元名称 科学技術振興機構 
連絡先 〒102-0084  

千代田区二番町3番地麹町スクエアビル2階 
   科学技術振興機構科学技術理解増進部 

理科大好きボランティア担当 
TEL 03-5214-7493    FAX03-5214-8430 
URLhttp://www.jst.go.jp/rikai/rikadaisuki/ 

vulunteer.htm 
Ｅメール rikasuki@jst.go.jp 

 
 

■ 浸水対策工事を行います 
昨年の夏、当館が床上浸水の被害にあいました。その

対策工事を２月１日から３月１４日までの工期で行な

います。 工事の内容は駐車場花壇側６０センチ高の塀

を設置しガソリンスタンド側から一枚扉をつけて浸水

を防ぐ工事です。あわせて、点字ブロックも滑らない材

質のものに張替えます。 
この間、休館することはありませんが、駐車スペース

が狭くなりますので満車のときは市役所、近隣施設など

に駐車をお願いします。利用される方には不便をお掛け

しますがご理解とご協力をお願いします。 
 

お知らせ

助成金

サポートセンターからのお知らせ 
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利用者の声 

Ｑ： ＮＰＯ法人設立にあたり注意点などを知りたい。 
Ａ： 当センターの窓口にお問い合わせください。図書

コーナーには、ＮＰＯ法人設立の参考図書もそろ

えてあります。また、解説資料（「特定非営利活動

法人ってなんだろう」平成15年5月神奈川県発行）

には申請から登記までの必要な書類から手続きま

でが紹介されています。 
    なお、特定非営利活動法人制度の概要について

は県のホームページをご覧ください。 
 http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/ 

kenminsomu/npo.htm 
 

Ｑ： 中学生の総合的な学習活動について協力をして 
   頂けますか。  
Ａ： 当センターを見学してもらい、市民活動につい 

ての話や、ボランティア体験の受け入れ団体の 
紹介など生徒さんの要望に沿うよう協力いたし 
ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
サービスメニュー 
フリースペース 会議・打ち合わせ(予約不要) 
作業コーナー ・印刷機 

(用紙持込１製版500枚まで100円) 
      ・紙折り機(無料) 
      ・コピー機(１面10円) 

       ・ラミネート(A3/200 円､A4/100 円) 
ロッカー    使用料 月200円 
レターケース  郵便/Faxの仲介可(無料) 
情報コーナー インターネットによる情報検索(無料) 

無線LANにて印刷できます 
パソコン    作業用貸し出し(5台) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちがさき市民活動 
サポートセンター 

 

さまざまな分野の市民活動やＮＰＯ、ボランティ

アなど非営利で社会に貢献する活動をしている

人、これから始めたい人達のための拠点施設で

す。 

開館時間 午前９：3０～午後９：3０ 

休館日   毎月第３水曜日 

       年末年始 １２／２８～１／３ 


