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ちがさき市民活動サポートセンターは、市民活動団体やボランティアなど、 

非営利で公益的な活動をしている人たちや、これから活動しようと考えて 

いる人たちを応援しています。 

約 346 日/年・12 時間/日 OPEN。シニア世代から子育て世代、社会人・学生

など、のべ 3 万人/年が利用しています。 

新しい出会い、笑顔、元気があふれる「市民が主役のまちづくりの拠点」、 

”サポセン”の活用方法を一挙ご紹介！ 

茅ヶ崎のまちを良くしたい人が集う場所 

さぽちゃん 

予約制で貸出 

イベント等に役立つ名札スト

ラップ・プロジェクター・スク

リーン等があります。(機器類

300 円～)備品借用申請書は

HP からダウンロード可。 

予約は電話でも OK！ 

市民活動の情報が盛りだくさん 
 

イベント、ボランティア・会員

募集のチラシ、広報誌など、 

旬の情報を収集・発信できる

スペースです。初めて市民活

動に興味・関心を持った人に

オススメ！ 

みんなで寄付してみんなが使う 

利用者の厚意で集まった便利

な文房具たち。資料づくりな

どの際、自由に使うことがで

きます。使ったら次の人のた

めに寄付・補充。持ち寄りで文

具が充実しています。 

イベントのチラシ・広報誌づくりに 
 

印刷機（インク：黒、赤、青、

緑、茶）・コピー機・紙折り機、

裁断機、ラミネート(パウチ)、

丁合機を利用できます。(一部

無料)また、用紙を 1 枚～頒布

しています。 

お子さまと一緒でも安心！ 
 

子どもが安心して遊んだり、

休んだりできるスペース。 

おもちゃ・お昼寝用のふとん・

座布団などがあります。 

授乳時にもどうぞ。 

予約なしで自由に使える！ 
予約なしで自由に使える！ 

打合せ、作業、交流などに利用

できるひらかれた空間です。

ポチッとひもを引っ張って、

使う場所だけ電気を点灯！ 

組合せ自由な動かせるテーブ

ルにより、大人数でも OK！ 
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▶フロアマップ 

全館バリアフリー対応です。 

誰でも安心して利用できます。 

温かいお湯が使えます 
 

環境に配慮し自販機・ゴミ箱

は設置していません。温かい

お湯・急須・コップを完備。片

づけ、ゴミの持ち帰りは各自

でお願いします。ビニール袋

があると便利です。 

ＰＣ・プリンター完備！ 

欲しい情報をいつでも検索。

データ・資料作成や印刷(1 枚

10 円～)が可能。フリースペ

ースでも貸出 PC の使用 OK。

個人の PC でもインターネッ

トに接続可。 

お気軽にご相談ください！ 

施設の利用方法、市民活動や 

ボランティア、ＮＰＯの運営・

助成金に関するご相談を受け

付けています。心やさしいス

タッフがあなたをサポート！ 

活動に役立つ本を貸出 

NPO 運営の基礎知識、広報・

会計などのハウツー本、情報

誌など約100冊の蔵書があり

ます。自由に閲覧でき、約１週

間レンタルできます。 

情報交換・郵便物の受付として 

団体内の連絡や他の団体との

情報交換、センター気付の郵

便物・FAX 保管など私書箱的

な利用もできます。 

・個数 １５０個 

・使用料 無料 

書類・物品の保管に便利 
 

チラシなどの用紙・印刷物、備

品等の保管に最適です。団体

の事務所としての機能を果た

すことができます。 

・利用期間 1 ヶ月～１年 

・使用料 月額制 200 円～ 



ちがさき☆さぽせん 
ワイワイまつり 

さぽせんニューズレター 
サポセンの今！をわかりやすく紹介  
市民活動にふれるきっかけに。イベント
開催報告など、情報がぎっしり詰まった
広報紙です。サポセンをより有効に活用
するための耳より情報も掲載していきま
す。お楽しみに！ 

9月下旬 vol.42発行（上期事業報告） 
1月下旬 vol.43発行（下期事業報告） 
3月下旬 vol.44発行（まつり特集） 

よるカフェ 

未使用切手で地域を元気にする仕組み  
家庭に眠る未使用切手の寄付をお預かり
し、市民活動団体等に寄贈します。大切
に保管していた思いと共に活動を後押
し。昨年はのべ 31名より約 28万円分の
寄付をいただき 11団体に寄贈しました。 

参加するたび、私のまちが好きになる  
子どもから大人まで、家族や友達と一緒
に楽しむことができるイベントです。茅
ヶ崎をより良いまちにしようと活動する
市民活動団体・事業者・行政・自治会・
大学等が集結！互いの活動内容を知り、
おもしろさを伝え、交流を深めます。 

NPO講座 

さぽちゃんポスト 
～切手寄贈プログラム～ 

市民活動ガイドブック発行 
2月  審査会 
3月  寄贈式 
☆未使用切手の寄付を受付けています。 
寄贈を受けたい団体も募集中です。 

11月 参加団体募集・ｷｯｸｵﾌ交流会 
1月  場所・プログラム作戦会議 
2月  最終確認打合せ 
3月  上旬開催予定 

NPO等と行政の 
協働に向けた意見交換会 
まちの課題解決に向けてアイデア交換  
NPO 等（市民活動団体、事業者や営利を
目的としない法人等）と市の担当課が、
①協働推進事業実施の可能性、②協力し
合うことができる接点、③それぞれの立
場でできることを見つけます。 

6/27(金)  第 5回  10：00~12：00 
「子どもと過ごす豊かな時間」 

8月    第 6回  開催予定 
☆10月(第 7回)、12月(第 8回)の企画募集中！ 

 
 

10月  テーマ「マネジメント」 
1月   テーマ「未定」 

（不定期開催） 

組織運営に役立つスキルや知識を学ぶ  
広報、労務、会計などマネジメントに関
することはもちろん、チラシの作り方、
情報セキュリティ、ファンドレイジング
など、テーマごとに講座を行います。こ
れから活動を始めたい人にもオススメ！ 

出会い、つながり、始まる。  
 “夜”はもちろん他の時間帯でも、フリー
スペースがカフェに変身！参加する人が
「何かしたい」思いを実現する交流の場。 
２ヶ月に１度、毎回テーマを決めて実施
中。オリジナル企画も随時提案できます。 

 
 
 

サポセン HP 
気になったらすぐに検索！ 

イベント・市民活動団体の最新情報、 
お役立ちコンテンツを掲載しています 

 
 
 

ユースボランティア茅ヶ崎 
 

誰でも気軽に参加できるプログラムが満載！ 
たとえば「仲間と一緒に活動中」のあなたは、スキルアップして理想の未来に一歩前進。 
「これから活動を始めたい」あなたは、やりたいことが見つかるはず…！ 

6/2(月)～7/7(月)  参加団体募集 
7/26(土)10：00～  第 1回 
7/28(月)10：00～  第 2回 
7/29(火)10：00～  第 3回 
7/29(火)15：00～  第 4回 
7/30(水)18：00～  第 5回 

2014市民活動応援イベント・プログラム 

PICK UP! 
2014年は 3/8(土) 
中央公園で開催。 

88団体が参加 
約 5,000人が来場。 

かながわイーパーツ 
リユース PC寄贈プログラム 
市民活動団体の「情報発信力」UP！  
企業提供のリユース PC を寄贈する取り
組み。藤沢・茅ヶ崎・小田原・大和・座
間・平塚・綾瀬・相模原の NPO支援セン
ターが連携・協力して年２回実施中。 
（協力：認定 NPO法人イーパーツ） 

8月 2014年度版発行予定 
☆ホームページの「市民活動団体情報」
に掲載。新規登録は随時受付中。 

第 10回 
6/19(木)~７/23(水) 申請期間 
8/31(日)       寄贈式 
第 11回 未定 

夏休みのボランティア活動を応援！  
中学生から大学生くらいの青少年が福
祉・環境・国際協力などのボランティア
活動を体験。社会課題と向き合う市民活
動への関心の芽を育みます。 
（共催：茅ヶ崎市社会福祉協議会） 

6/16～7/14 参加申込期間 
7/17&18   オリエンテーション(2回) 
7/23～9/15 ボランティア体験期間 
8/27 カフェ deボランティア 
  

August 
2014 
June 

団体の魅力がギュッと詰まった一冊 
茅ヶ崎市の市民活動団体の情報発信ツー
ルとして、2013年度版は 303団体の活
動内容を紹介。ボランティア、NPO法人
の基礎知識、サポセンの利用案内、お役立
ち情報も掲載しています。（毎年更新） 

でも、  でも！ 
 

ちがさき サポセン 

2015 
January March 
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一人ひとりの思いをしっかりサポート 

イザ！カエルキャラバン！ 
実施の後方支援 

 
いつもの防災訓練が変わる！ 

ゲーム感覚で「消火」「救出」「救護」などを学び、

防災の知恵や技を学校や家庭に根付かせて、 

地域の防災力をアップしよう。 

おもちゃの物々交換プログラム「かえっこバザー

ル」を合わせて組み込めば、子どもたちと一緒に 

若いファミリー層の参加者倍増です。 

企画、備品の貸出、開催当日までサポートします！ 

 

イザ！カエルキャラバン！とは、 

NPO 法人プラス・アーツが開発した 

「楽しみながら防災の知恵や技が学べる 

新しいカタチの防災訓練イベント」です。 

市民活動は十人十色。私らしい企画・活動にするためのお手伝いをします。 

実現したい、チャレンジしたいと思ったとき、どうぞお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。 

相談 

「ボランティアがしたい」 

「団体の立ち上げや運営について 

アドバイスがほしい」 

「助成金に応募したい」 

「NPO・企業・行政・大学等と連携したい」

さまざまなご相談に応じます。 

 

特別相談日 

毎月第２月曜日 13：00－17：00 

事前予約を受付けています 

（60 分程度／回）  

 

市民活動げんき基金助成事業 

協働推進事業（市民・行政提案型） 
申請・実施に関する相談 

 

事業の企画段階からアドバイス！ 

読み手に伝わる、わかりやすい 

申請・報告書類の書き方や、 

思いを伝えるプレゼンテーションの方法など、

様々なご相談に応じます。 

サポセンには過去の実施事業の 

資料も完備しています。 
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視察・研修受入 

サポセンの指定管理者 

NPO 法人 NPO サポートちがさきは、 

開設以来 12 年にわたり、 

施設運営や市民活動推進のための 

様々な事業を担ってきました。 

NPO の視点を生かした市民サービスの提供、 

行政ほか多様なセクターとの連携・ 

協働推進など、これまでの取り組みと 

現況についてお伝えします。 

情報交換と学びの場として 

お役立てください。 

講師派遣 

茅ヶ崎市新採用職員のための 

研修講座、ちがさき健康づくり講座、 

市社会福祉協議会で行われる 

ボランティア大学のほかに、学校や 

公民館等で「市民活動」や 

「ボランティア」、「行政と NPOとの

協働」「新しい公共」などをテーマに 

お話しています。 

 

ボランティア講座 

中学生の総合学習支援。 

「自尊感情・自己肯定感の大切さ」、 

「人のためにすると同時に自分の 

ためにするボランティア」の 

意義を伝えます。 

団体のパフォーマンスやお話、 

高校生のボランティア体験談 

など。生徒や先生と一緒に 

授業を作ります。 

ボランティア塾 

高校生の総合学習支援。 

NPO から直接学ぶ体験型授業。 

市民活動の熱い思いや生き方にふれる 

「ボランティア活動をじっくり 

考える貴重な機会」です。 

塾がきっかけとなり、被災地への思いを

行動に移し、現地の人たちとの交流を 

続けている生徒たちをはじめ、多くの 

生徒がボランティアへの関心を深めて 

います。11月、今年も鶴嶺高校 1年生 

対象に≪災害≫をテーマに開催予定。 

昨年は 14団体参加。 地域ボランティア 

エアポート 

高校生のボランティア活動促進を目標に、 

県立高校の先生と連携して 

仲介・環境づくりをしています。 

・ボランティアを希望する高校生には、 

オリエンテーションを行います（随時）。 

・昨年より茅ケ崎高校ボランティア同好会 

の校外活動をセンターで 

受入れています（毎月 1回）。 
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夏には毎年センターの外に

緑のカーテンが出現！とれ

たゴーヤは「ゴーヤ基金」

に募金するともらえます！

今からチャンプルーを作る

のが楽しみです～ 

しばた 

ちがさき市民活動サポートセンターからのお知らせ 

編 掛け算で 新しい価値や化学反応生まれる 公共空間 

市民活動サポートセンターは、単に開かれている、自由

に使える、さまざまな活動が集まる足し算的な場所にとど

まらず、人と人、人とモノ、人とコトが有機的につながる

掛け算で「新しい価値や化学反応が生まれる公共空間」と

して役立つことに、その存在意義があります。 

当事者や市民自身が参加して自分たちの手で問題解決に

あたらなければ根本的に解決できないことも起きていま

す。一人ひとりが未来に責任をもって住みやすい地域社会

にしていこうと活動する NPO への期待はますます高まり

ます。 

異質な価値観をもった人たちが対話によって理解しあ

い、文化やルールをつくっていく場、多彩な社会実験が行

える場として、サポートセンターをご活用ください。 

 

センター長 益永律子 

記
す 

集 後 

ちがさき市民活動サポートセンターとは 

市民活動団体や NPO、ボランティアなど、非営利で公益的な活動をしている人たちや、  

これから活動しようと考えている人たちの拠点施設です。  

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分くらい 

駐車場１０台程度 

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 

E メ ー ル: s-center@pluto.plala.or.jp 

ホームページ: http://sapocen.net/ 

指定管理者 

特定非営利活動法人 NPO サポートちがさき  指定管理期間：2013 年 4 月 1 日～2017 年 3 月 31 日 

さぽせんニューズレター2014 年夏号（2014 年 5 月 25 日発行）通算 41 号 

編集・発行 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 

ついに！サポセンを紹介す

る特集号が完成。全国各地

のニューズレターを参考に

「見やすい！わかりやす

い！手に取りやすい！」を

コンセプトに作りました。 

すずき 

このニューズレターが皆さ

まのお手元に届き、喜びの

種になるといいなぁと思い

ながら製作に関わらせてい

ただきました。１人でも多

くの人に届きますように！ 

はだの 
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