
 

 

 

 

 

 
茅ヶ崎市民活動サポートセンター 

早春特別連続企画 
 

第１弾 ＮＰＯ講座２００５総合的な学習の支援 
～期待されるネットワークづくり～ 
 

地域社会と教育現場との密接なつながり。それは「総合的な学習の時間」を進める上での重要なキーワードです。

茅ヶ崎市民活動サポートセンターでは、「総合的な学習の時間」を市民活動団体・学校・企業の連携で実行し成果を

上げている先進事例に加え、茅ヶ崎市の小・中・高等学校が進めている実例を踏まえての教育現場の課題から、市民

活動団体や企業とのネットワークづくりなど、今後の「総合的な学習の時間」への協力の方向性を探るＮＰＯ講座を開

催します。皆様のご参加をお待ちしています。 
 

開催日時 ２００５年２月１９日(土) １４時～１７時 (終了後交流会あり) 

開催場所 茅ヶ崎市民活動サポートセンター 

開催概要 第一部 基調講演 延藤安弘氏（前千葉大学教授） 

 第二部 パネルディスカッション 

 神本直子氏（茅ヶ崎第一中学校教諭）・木村敏明氏（小出小学校教諭） 

 喜多村雄一氏（電源開発株式会社所長代理）・池田尚子氏（茅ヶ崎自然連合代表） 

 青木洋子氏（NPO 法人茅ヶ崎市民活動サポートセンター管理運営委員会代表理事） 

定 員 ６０名申し込み制(先着順) 託児（三歳以上）は２月１０日までにお申し込み下さい 

＊問い合せと申し込みは茅ヶ崎市民活動サポートセンター（０４６７-８８-７５４６）まで 

 

第２弾 茅ヶ崎市民活動フォーラム２００５ 
～みんなで拡げよう協働の輪～ 

 
２００５年４月、市民活動推進条例が施行されます。茅ヶ崎市の市民活動をこれまで以上に活発化させ、市民活動団

体と行政が「協働」の輪をさらに拡げるため、市民活動フォーラム２００５を開催いたします。当日は茅ヶ崎市長も出席し、

宣言としての「協働」から、実践の「協働」への道を探ります。皆様のご参加をお待ちしています。 
 

開催日時 ２００５年３月２０日(日) １３時～１６時 (終了後交流会あり) 

開催場所 茅ヶ崎市役所分庁舎６F コミュニティホール 

開催概要 第一部 茅ヶ崎市市民活動推進条例についての説明・質疑（茅ヶ崎市総務部市民活動推進課） 

第二部 基調講演 川崎あや氏（NPO 法人まちづくり情報センターかながわ理事） 

第三部 協働事例発表とパネルディスカッション「ちがさきの底力」 

 服部信明氏(茅ヶ崎市長)・中西拓子氏（湘南子どもフォーラム文化祭実行委員会） 

 松田真奈美氏（吃音サポートジークフリーツ）・伊藤玄氏（千ノ川クリーンキャンペーン実行委員会） 

 杉村憲一氏（ちがさき地域通貨 C-リングクラブ） 

定 員 １００名申し込み制(先着順)  託児（三歳以上）は３月１５日までにお申し込み下さい 

＊問い合せと申し込みは市民活動推進課（０４６７-８２-１１１１）、茅ヶ崎市民活動サポートセンター（０４６７-８８-７５４６） 

ニューズレター第９号 ２００５年２月１日発行 
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活 動 団 体 紹 介 

ちがさき地域通貨 C―リングクラブ 

助け合いと地域活性化を目指して 

 ちがさき地域通貨 C-リングは、平成１６年４月１日か

ら運用を開始しています。活動の目的は茅ヶ崎で、人と

環境にやさしいまちづくり、地域の誰もがいきいきと心

豊かに暮らせるまちづくりをめざしています。 

 「C-リング」が地域内を循環することで、人々の間に温

かいつながりができ、環境や福祉の活動を応援し、また

商店の参加で地域経済の活性化にもつながります。 

使われ方としては個人同士の助け合いをはじめ、環

境や福祉、まちづくり等のボランティア活動、商店街の

活性化、自然環境の保全活動など多様です。 

 現在個人会員は６５名です。市民活動団体・商店等

の団体会員「ちがりんなかま」は２１団体です。 

参加団体のひとつ、(有)ハスキー企画では C-リング

の受け入れと共に「心をつなぐ C-リングポスト」の仕組

みを導入しています。 

この仕組みは C-リングクラブを協賛するもので、毎月

1 万 C-リングを受け入れ、それを「ちがりんなかま」の商

店で買物したレシートを所定のポスト(サポートセンター

にもあります)に入れると、その買い物した金額に応じて

C-リングを配布し、登録団体を応援するものです。活動

の詳細について知りたい方や参加希望の方は、下記の

ところにお問い合わせください。 

 

問合せ 

ちがさき地域通貨 C－リングクラブ事務局 杉村一憲 

〒253-0086 茅ヶ崎市浜之郷９５２－２８ 

TEL 080-3154-9815  

FAX 0467-59-1643 

ポルト湘南・茅ヶ崎 

私たちの活動に、あなたも手を貸してくださいませんか 

ポルト湘南・茅ヶ崎は NPO 法人湘南ライフサポート・

きずなによって運営されています。生活の困窮のため、

住居を失ってしまった方々や、一人で暮らすのが難しく

なってしまった方々の生活施設として湘南地域（茅ヶ崎

市旭が丘）にポルト湘南・茅ヶ崎を開設し、彼らの生活

条件の改善・向上の支援をはじめました。そして、必要

に応じた生活相談、カウンセリング、職業訓練、医療及

び介護、自立支援等に取り組んでいます。 

   

人間的触れ合いにもとづき、社会とのきずなの薄い

方々の生活の改善と自立を支援することによって失わ

れたきずなを回復し、彼らとともに、社会福祉及び人権

の確立と、だれもが暮らしやすい「やさしい街」を作って

いくことに寄与したいと考えています。 

あ「湘南ライフサポート・きずな」では、私たちの活動を

仲間として一緒に築いてくださる正会員と、私たちの応

援団として側面から支えてくださる賛助会員を募集して

います。また、会員とならなくても、ボランティアとしてお

手伝いくださる方、保証人バンクに登録し必要に応じて

保証人となってくださる方、ご寄付で私たちの活動を経

済的に支えてくださる方も募集しています。社会的、経

済的、人間的なきずなを失い、しんどい生活を余儀なく

されてきた人々が、再びきずなで結ばれた社会に生き

ていくことが出来ますようにご協力をお願いします。 

問合せ 

ポルト湘南・茅ヶ崎 TEL/FAX  0467-88-5607 

湘南ライフサポート・きずな 

〒251-0025 藤沢市鵠沼石上１－１－１７  

藤沢カトリック教会内湘南ライフサポート・きずな事務局 

TEL 090-4208-6334  FAX 0466-27-2790 

ポルト湘南・茅ヶ崎 



ボランティア： 市民活動の大きな柱です。 

人的活動や物資の提供、資金援助もボランティア、 

行政や企業、市民をつなぐ大切な“きずな”です。 

多くの活動団体がさまざまなボランティアを必要としています。 

◆サポートセンターに寄せられている活動団体からのボランティアを望む声です◆ 

          

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  ＊サポートセンターのチラシ掲示物より 

 

 

◆掲示物コーナー 

募集チラシやポスターを常時 100 件掲示しています。ご

自由にお持ちください。また、何時でも受付をしていま

す。 

◆サポートセンターホームページ 

市民活動団体ガイドブックの Web 版を掲載、また活動

団体のホームページともリンクしています。情報検索

にご利用ください。 

 

◆相談・コーディネート 

「こんなボランティアをしてみたい」「活動団体を作りた

い・・・」などなど、お気軽に窓口に声をかけてみてく

ださい。 

◆市民活動団体ガイドブック 2004 年度版 

193 活動団体の紹介をしています。 

 

福祉・介護・ミニディサービス 

ボランティア香川  

茅ヶ崎市香川 5-4-24 コミュニティ香川 B-2 

0467-51-9666 (武見) 

外出補助と余暇支援 

知的障害者入所更生施設「入道雲」 

茅ヶ崎市芹沢 786 

0467-54-5424 (穐山) 

国際協力・海外支援 

NPO 法人 ブリッジ エーシア ジャパン 

渋谷区本町 3 丁目 3-39-3 ﾋﾞｼﾞﾈｽﾀﾜｰ 4F 

03-3372-9777 

敬愛訪問・話し相手活動 

湘北地区社会福祉協議会 

茅 ヶ 崎 市 香 川 1-2-28 三 和 ハ イ ム 8-103

0467-27-2030 

ヘルパーさん募集・訪問介護・たすけあい 

NPO 法人フューチャー 

茅ヶ崎市幸町 5-19 山本ハイム 2F 

0467-83-8687 

福祉・一緒に活動してくれる方 

TSUNAMI の会 

0467-85-9772 (事務局) 

090-1205-1106 

福祉・障がい者支援 

NPO 法人パーソナルサービスセンタートムトム 

茅ヶ崎市萩園 1624-2 

0467-58-8335 (本間・東・吉田) 

イベントのお手伝い 

身体障害者療護施設「水平線」 

茅ヶ崎市芹沢 786 

0467-54-6161 山口健二 

布絵本・子育て 

ボランティアグループコスモス 

茅ヶ崎市社会福祉協議会ボランティアルーム 

0467-85-6423 (斉藤) 

福祉・外出の付き添い他 

(社)翔の会グリーングラス 

茅ヶ崎市堤 437 

0467-54-5527 FAX0467-54-5498(遠藤・矢沢)

サポートセンターのボランティア支援メニュー 



 

 

 

 

 

利用者の声 

Ｑ：県総合計画「神奈川力構想プロジェクト 51 の相模湾沿

岸の地域資源と活動」に関するアンケートとヒアリングを

行なうにあたり、地域資源保全の活動をしているキーパ

ーソンになる人を紹介して欲しい。 

Ａ：市民活動ガイドブックなどより抽出して紹介しました。再

度来館された時にアンケートの設問項目についても相

談に応じました。 

Ｑ：ラミネートフィルムは用意するので機器だけ貸して欲し

い。 

Ａ：検討の結果ラミネートフィルムを持参された場合は A3

で 1 枚 60 円、A4 は 30 円を頂くことになりました。 

Ｑ：市民団体の活動のＰＲはどの様な方法があるか。 

Ａ：サポートセンターにチラシの掲示ができます。サポート

センターのホームページ告知板にも投稿できます。ただ

し非営利の社会貢献活動であることが条件。その他にも

タウン誌への情報提供もできますが内容によっては広告

料が要求されます。 

Ｑ：茅ヶ崎市総合体育館で開催する講演会に際しマイク（ラ

ジカセ）を貸して欲しい。 

Ａ：サポートセンターの備品は館内でご使用いただけます

が外部への貸出は出来ません。 

Ｑ：新潟県中越地震救援の募金活動を駅周辺のほかにふ

れあいまつり会場でもしたいので許可を願いたい。(市

への要望) 

Ａ：ふれあいまつり会場での募金活動はできない。福祉総

務課が会場に募金箱を設置し、一括して協力して頂きま

した。 

地震災害募金のお礼 

茅ヶ崎市民活動サポートセンターに設置しました募金

箱には皆様の善意で次のとおり募金がありました。    

新潟県中越地震義援金：13,319 円(12/7～12/27) 

  スマトラ島沖地震救援金：12,903 円(1/17～1/31) 

市役所を通じて、送金いたしましたのでご報告いたしま

す。ご協力ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、黒色・緑色 

(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(A3/100 円､A4/50 円) 

(持ち込みの場合A3/60 円、A4/30 円) 

ロ ッ カ ー  大型 ・使用料 月 400 円 

小型 ・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) 

  サポートメニュー 

◇ちらし・ポスターの展示･掲載(要申込/無料) 

◇市民活動やボランティア関連情報の提供 

◇市民活動やボランティアに関する相談･助言 

◇市民公益活動団体データベース登録(随時) 

  アクセス  

〒253-0041 茅ヶ崎市茅ヶ崎３－２－７ 

TEL/FAX ０４６７-８８-７５４６ 

E-mail s-center@pluto.plala.or.jp      

URL http://business2.plala.or.jp/support 

 

 

この「News Letter」は年３回発行します   

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 

 

茅ヶ崎駅 

ﾔﾏﾀﾞ電器 

ｲﾄｰﾖｰｶ堂 
ロータリー 

至平塚

市役所 

文化会館 中央公園  

市営駐車場

  

茅ヶ崎市民活動
サポートセンター

ジャスコ 

至藤沢

国 道 １ 号 線 

北口

ガソリンスタンド 


