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藤沢市の市民活動支援の新しい仕組みとして「NPO運営相談サポートテラス」がスタートしました !

サポートテラスは、多様な主体 (第 1部パネリス ト参照)が連携し、地域課題の解決に取り組んでいるN

PO法人等の成長をサポートする運営支援に取り組んでいます。今回、キックオフイベントとして記念シ

ンポジウムを開催します。ぜひご参加ください !

第 1部 :NPO運営相談サポートテラス シンポジウム 2018

パネリス ト:小野 秀樹 氏 (藤沢市議」市長)、 片倉 昌幸 氏 (湘南信用金庫)、

和田 裕介 氏 (日本政策金融公庫)、 内海 正明 氏 (神奈川県信用保証協会)、

堀  千鶴 氏 (藤沢市市民活動推進tzンター)

コーディネーター :手塚 明美 氏 (NPO法人藤沢市民活動推進機構)

第 2部 :招待講演「NPOだからこその継続性」NPO法人 lauleЪ (ラ ウレア)理事長 横川 敬久 氏

日 時 :2018年 9月 21日 (金)18:30～20130 藤沢市役所 本庁舎 5階

参カロ費 :無料 定員 50名

問合せ :藤沢市 市民自治推進課 TEL 0466-50‐ 3516                  
ン

平成 28年 6月 1日 に、「特定非営利活動促進法 (NPO法)の一部を改正する法律」が成立し、平成 29

年 4月 1日から施行されています。今回の法改正により、NPO法人は貸僣対照表の公告が義務になり、貸

借対照表の公告方法について、定款で定める必要があります。

貸借対照表の公告に係る規定の施行日 (平成 30年 10月 1日)までに、原則、全ての NPO法人で定款

変更の手続きが必要となります。提出期限は 9月 28日 (金)となりますので、未提出の場合は至急ご

確認ください。

:: 
問い合わせ :藤沢市 市民自治推進課 (藤沢市内にのみ事務所を置くNPO法人の提出先です)

TEL 0466-50… 3516
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ご利用状況

(速報値)

開館 日(27日 ) 交流スペース 情報コーナー 作業スペース 多目的スペース 会議室 (A) 会議皇 (3) 会議室 (日 生) 合計

件数 (件 ) 249 227 48 0

(4月 より延数 ) 1340 522 1462 357 277 0 4226

利用者致 (人 ) 688 401 509 244 0 2147

(4月 より延数 ) 3819 808 2515 1132 3492 2310 0 14076
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今回のWO交流サロンは、特別編として市民ワークショップを実施しました。当日は藤沢市市民活動推進

委員もワークに参加し、参カロ者の意見を共有しました。

まず、藤沢市市民自治都市民自治推進課官原氏より、人口動態や税収の変化予測などのデータから、藤

沢市が今後どういつたことが社会課題化していくかの解説と、藤沢市の市民活動推進計画についての説明や

進捗の報告がありました。

続くグループワークは「連携。協慟を進めるには」、「市民活動を元気にするた 穫萎轟塾

めには」の 2種類のテーマで 2テーブルずつに分かれました。テーブルごとに活発

な議論がなされ、各課題とその角卒決策についての意見を交わしました。

まアンケート抜粋督 。市民の連携や市民参加の大切さを学ぶこ

とができました。ありがとうございました。  。目的を持つて参
=

カロしている方と差がある方が居る様に思える。グループ分けが難

しいと感じました。  。時FE5が短かった。もつと他の方のお話を

聞きたかつた。

◇ 開催 ヨ :8月 18日 (土 )

0参加人数 :32名 (関係者含む)

ζ顆魃彊鑽量写燿琲釉 イーR―ツ楊塁―ス PC寵隕プ熙グラムTは受・嘉翼会

今回の寄贈式はさがみはら市民活動サポー トセンターが担当となり、けやき会館 2階で開催されました。

当日はまず寄贈 PCの説明と、セキュリティ講習会で 「セキュろ

く」とセキュリティの講座を行い、参加者がリユース PCの寄贈ま

での経緯や、寄贈後のセキュリティについて学ぶ機会を提供しまし

た。

寄贈式では藤沢から地区ごとに、団体の活動紹介を行いました。

次に、相模原市のPRと して、「ほっこり座」より、市内民話の紙

芝居が被露されました。 PR終了後は、団体の紹介ポスターに参加

者が投票する「遺して伝える」ポスターコンペと交流会を行いまし

た。今年度は初めて facebook liveでの中継を試みました。

寄贈された PCを 、活動に大いに役立てていただ!すれば幸いです。

S開催 日8月 25日 (土 )

0参加人数 :97名 (寄贈団体 。WO支援センター関係者含む)◇寄贈団体 :44団体

◇寄贈品 :ノ ー トPC・ 液晶ディスプレイ 計 55台

◇プログラム参加支援センター (参加順):藤沢 。茅ヶ崎 。小田原 。大和・座間 。平塚 。綾瀬 。相模原 。鎌倉 。逗子

(プ ログラム協力支援センター :伊勢原)

藤沢地区 《躍遂ンター量録騒韓)の寄憲爾繁

シティ・ウオッチ ,スクエア、ZRISU、 ド

リームエナジープロジェクト、1日 モーガン邸

を守る会、潮南回一カルウェーブ、藤沢グリ

ーンスタッフの会、イリレミネーション湘南

台、サーフ90藤沢ライフセービングクラ

ブ、チャーリー笑いヨガクラブ、ヤングコミ

ュニティ、日本オストミー協会神奈′|1支部

(1籐不同)



饒晰◎菫颯魏成憧綺報 《鰺罐8年 3月 4圏～9月 3日費)

※下記以外にも情報があります。詳細はセンターホームページ又はスタッフにお尋ねください。

72696 地域活動団体への助成「生活学校助成」 1 まちづくり :(公財)あしたの日本を創る協会 9/28

72748 1服 部確次郎アフリカ基金 国際協力 :(―社)アフリカ協会

: 72778 :子どもたちの"こころを育む活動粽 集 子ども  ,(公財)パナソニック教育財団

72779 1東 洋ゴムグループ環境保護基金 : 環境保全  |(公財)日 本フィランソロピー協会 : 9/28 :

藤沢市空き家利活用事業補助金制度 まちづくり :藤沢市住宅政策課

ソーシャル・ジャスティス基金

:がん患者団体助成 保健医療  :正力厚生会

72732 :医療・健康向上貢献助成

72765 :読 売福祉文化賞

保健医療  :(公財)テルモ生命科学芸術財団 9/30

: 保健医療  |(社福)読売光と愛の事業国 9/30 1

72782 :翁
麓編話

サンドJ―世界愛鳥基金 鳥類保護団体への活動
: 環境保全  :公益信託サン円一世界愛鳥基金 : 9/30

72783 :「 地球にやさしいカード」による助成事業 環境保全  :(公財)緑の地球防衛基金 9/30 1

72781 1公 益信託 サン門―世界愛鳥基金 地域愛鳥活動助成部門 : 環境保全  :公益信託サンドJ―世界愛鳥基金

72755 :地域生活研究所一般研究助成
χ 落昌薯 :(一

財 )地域生活研究所 9/30

72756 :日 本万国博覧会記念基金 : 国際協力 |(公財)関西・大阪 21世紀協会 :10/1
72763 :一 般助成 (しらべる助成・そだてる助成 ) 全分野  :(公財)トヨタ財団 10/10

72784 1花 王・みんなの森づくり活動助成 1 環境保全 ,(公財)都市緑化機構 110カ 4

: 72737 :ボ ランタリー活動補助金 :  全分野  :かながわ県民活動サポー陀 ンター 10/261

: 72757 :草の根技術協力事業 草の根協力支援型        : 国際協力 1国際協力機構 」ЮA 110/29:

平贔 盟鬱靱 磯藝鼈釉 =― ――一一一一幸一一―――なぜなにNPtt Vol.112

2017年度市民活動支援施設全般の会計報告は以下のとおりです。2013年度より5年間の指定管理期FB5の最終年度となり、

キヤリアを重ねたスタッフにより、大変充実した事業を実施することができました。分館となつた「プラザむつあい」の事業

も、参カロ者や利用者が徐々に増カロし、J擦5の拠点として認知されてきたように感じています。

2018年度も弓|き続き、弊機構が指定管理者として管理運営に携わることになりました。市民活動を取り巻く社会情勢は変

化が速しヽこともあり、迅速な情報提供は今後もまず第一に進めてまいりますが、施設管理においては新たな気持ちで皆様の活

動の一勘となれますよう、精一杯努力をいたします。どうぞよろしくお願いいたします。(て )

《収入の部》

科 目 金額 摘要
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機器利用収入        3,452,235         印刷機・コピー機・公衆用電話

全画事業収入         365,292         受益者負担金 (研修参加費、タウンニュース掲載料他)

団体拠串金         2,345,213         ボランティアーズ限定寄付(22,969円 )、 団体拠出金

指定管理料 (委託費)   35,351,822         藤沢市より (推進センター・プラザむつあい)

収入合計         42334.132
≪支出の部》

科 目 金額 摘要

: 施設維持管理費用     ,o,70770
:  印刷機等設備関連費          4,615,587  設備機器リース料、清掃委託料、設備維持費用他

F  施設維持管理事務費          1.316.447  事務消耗品、通信費、手数料他:__脚諜稚持管理事務費          1,316,447  事務消耗品、通信費、手数料他

「  施設維持管理人件費          14,347,736  給与、謝礼、交通費、法定福利費、福利厚生費他「    ]じ Ettrttrtt Eョ

: 事業関連費用
:~  

曇業関連人1午資            11,394,416  編与、翻イし、父週買、活疋側 り買、償不」旱玉東1■

:  関連経費               1.857.992  講師料、図書費、サーバ維持費、事務消耗品他=  関連経買               1,857,992  講帥料、図膏買、サーハ維持買、子粉凋耗品鶴

: 運営管理費         7.320.882奎 運冨営理費         7,320,882                        __
:__運営管理人件費            6,727,241  給与li当_。

法定福利費用・交通費他:__導 軍官 埋 人 件 貢             6,727,241  編 ■ iヨ _°
)云足程 不」貿 用 ・ 父週 買 1じ

:  管理事務経費              593,641  事務消耗品・研修実費他
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72702 9/21

72777 全分野 認(N)まちばっと 9/26

72731 9/28

9/28

9/28

9/30
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センター主催イベント等のご案内

※ 3日で2,000円、1回の受講 1,000円 、2回の受講 1,500円 (原則 3回受講)

Ⅳ O関係者とは、ボランティア活動等、あらゆる公益的な市民活動の関係者を指しています。

NPOに関する無料相談
~孫

事り要7;幕
‐
話3‐選gI葛轟晶蓬百瓦更編 葛轟蔦薦瑾石ジ

ターまでおF・5い合わせください。相談員 (大熊)が対応いたします。

対応日時 9/13、 9/20、 9/27、 10/4、 10/11(本曜 17～21時 )、 9/1Q9/22、 9/29、 10/6(土曜

14～18時) ※予定が変わる事があります。なるべく事前予約をして<ださい。

セ ン タ ー で の 会 議 室 使 用 予 定  継 などの当センター主催事業のため、以降の日程で会議室を

使用する予定です。会議室ご利用の団体様にはご迷惑をおかけします。ご了承下さい。

藤沢市最新 NPO法人情報

2018年 9尾 5露現在 ※詳細はセンターのHPをご覧下さい。

抑 | 藤沢リラックス Room ◎古典や体作りを通して自分の周りの人達を元気にする。

華
湘南学校教育研究所 ◎子どもの心身の健全な育成を図るとともに、いじめや差別のない社会の実現

のため学校教育の発展を目指し、社会全体の利益に貢献することを目的とする。

発行 :藤沢市市民活動推進センター (開館時間 9:00～ 22:00火曜体館)

〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢 1031月 島ヽビル 2階

i類を同封いしました。 寝

E―mail : f― npocOshonanfujisawao com

URL:http://npocafe.f―npon.jp/

Tel: 0466-54-4510  Fax:_ 0466-54-4516

編集 :認定 NPO法人 藤沢市民活動推進機構

10/15、 22、

29(月 )

13:30へ′16:○○

lTサポート講座

「ステップアップ !ワード講座」

推進センター

1丁 サポートチーム

NPO関係者

2,OOO円 (※ )

10ノ 15(月 )12～ 17A 10/22(′月)12-17A 10ノ29(ノ月)12-17A 11/12(月 )12～ 17A

11/19(月 )12～ 17A 2019/1ノ 16(水)14～ 18A 1/21日 (月 )12～ 17A 2/20(水)14～ 18A

(設立認証及び定款変更認証申の法人、新規設立法人及び解散法人等)

特定非営利活動法人デスペルーホ藤沢 代表者 :井上 太陽 縦覧期限 :平成 30年 9月 15日

特定非営利活動法人種まきネットワーク 代表者 :木村 由香 縦覧期限 :平成30年 9月 16日

NPO法人樹ケアサポート 代表者 :楠田 正宏 縦覧期限 :平成 30年 10月 3日

つのそら、特定非営利活動法人 日本整体リラクゼーション

特定非営利活動法人 カラーズ

骨稔曇簿超          :
議

量更新手続きの締め切りは  警警

:」廼li讐重Ξf堂 _暮

繁                          :
餞
警



情報クリップは、市民活動やNPOに興味のある方に向けて発行しています。

この中には、藤沢地域に向けて活動してしヽる団体によるイベントや研修・講座等の情報や参加しやすいボランティア募集情報

が掲載されています。

市民活動に触れる一番のきつかけ|ま、興味のあるイベントや講座、ボランティアに参加してみる事です。

まずは各記事に記載されている連絡先にお問合せの上、お気軽にご参加ください。

※当センターのサイHこは、更にたくさんの情報が掲載されています。右側の QRコードからご覧ください。 趙
善行雑学大学

第232回講座のご案内

テーマ「西郷吉之助の生き方と国家観J～彼の目指した

新日本国とは～

◆日時 :9月 16日 (日 )14:00-16:00
◆会場 :善行公民館ホール

◆講師 :伊藤一美氏(鎌倉考古学研究所理事)

◆参加費 :500円 (会員除く)

●問合せ :善行雑学大学 宮田英夫

TEL:0466-82-0517
1青報No.99695

舘野鉄工所墜落事故慰霊

市民のつどい

もう落ちてこないで ここは人の住む街

◆日時 :9月 24日 (月・祝)14:00～ 16:30

◆会場 :大和シリウス601号室(大和駅徒歩3分 )

◆入場料 :前売り500円、当日6oO円

◆記念講演 :半田滋氏(東京新聞論説兼編集委員'法政

大学兼任講師・獨協大学非常勤講師)

●問合せ :舘野鉄工所墜落事故慰霊実行委員会

TEL:046-211-6052(尾崎 )

TttL:090-2669-4219(久保)

情報No.99753

映像で辿るレーモンド作品

&秋 のコンサTト

アントニン・レーモンド「生誕130年記念」

◆日時 :9月 22日 (上)13:30受付 14:00開演

◆会場 :善行公民館ホール

◆解説 :三浦敏伸氏(籟レニモンド設計事務所 代表取締

役)

◆参加費 :500円 (資料代/歌詞カード付)

◆定員 :申 込先着120名 (申 込〆切9月 20日 (木 ))

●問合せ:善行雑学大学 宮田英夫

TEL:0466-82-0517
E―MAIL:hidemiyata@nifty.oom

l青報 No 99723

上野千鶴子氏

講演会 +トークショウ

障力ヽ がヽあってもなくても… 親離れ・子離れするために

◆日時:10月 6日 (上 )12:30開場 13:30開演

◆会場:神奈川県立総合教育センター 1階大講堂

(藤沢市善行7-1-1) ◆定員:400名

◆チケット:1,000円 (藤沢育成会各事業所等で販売)

●問合せ:社会福祉法人 藤沢育成会法人本部
丁EL:0466-28-1488
URL:http://www,f― ikusei.or.lp/

情報 No、99688

普段なかなか言えないご相談も、お話しできる機会を設け

ました。お気軽なお気持ちでご参加ください。

◆日時 19月 22(上 )、 10月 10日 (水 )、 20日 (上 )、 11

月7日 (水 )、 21日 (水)13:00～20:00(1時間枠 )

◆会場 :(N)湘 南国際アカデミー(藤沢市川名2-5-31)

●問合せ :(N)湘南国際アカデミー (中澤)

丁EL10466-41-9177
情報No.99725

※表記のない日付の年はすべて 2018年 (平成 30年 )です。

コンビニや外食を利用する方必見 !

働き盛りのあなたに知つて欲しい 1夜間開催の講座

◆日時 :10月 10日 (水 )18:30～ 19:45

◆会場 :藤沢市役所本庁舎 5-1会議室

◆対象 :藤沢市内在住・在勤の方 30名

●問合せ:藤沢市保健医療センター 保健事業課

TEL:0466-88-7311
E一MAL:ho― shien@fhmc.or.ip

情報 No,99405

※(N)は NPO法人の略です。

9/20〆

固胴闘耐   不登校・ひきこもり
相談会 1    無料相談会

m     簡単 !

講座 1   食事の選び方講座



災害時ボランディア活蜀

実賤トレー黒ング

地域の受援力を高め、減災力の向上をめざす

◇圏時:10月 20圃 、27日、11月 10目、17日 (金て上

曜)10:00～ 16i00(全 4回 )

0会場 :かながわ瀾韓 ティカレッジ講義室 (かながわ県

民センター11階 )

◇受講料 :6,000円

◇定員:30名 (応募多数劣場合抽選 )

◇申込締切:10月 9魯 (火)定員に満たない場合晉|き続

き先若で受付

◇実施団体 :(N)率申奈り|1災害ボランティアネットワーク

鯰問合廻聾かながわコミュニ予ィカレッジ事務局

TEL:043-020-0~/43 .:;I FAX1045-000-0745
HPIかながわコミュニティカレッジ」で検索

4青報No 99513

募集
公燎舎蟷爾鱚鼈

「藤沢合唱団うたはともだん薗ンサートJ開催につき、参加

驚を募集し横す。

議本番12019年5月 12目 (国 )藤沢市民会館 ノ
|ヽ7憔―ル

機キックオフ:10月 28織 (F_~l)14:00～ 16100

以降 第2・ 4園 鯉の午後 済糞館をメインこレッスン予定

畿参加費 16,000円 高校生以下 1,0001‐4
奪楽譜代 1300円   0締 切:12月 9働 (日 )

艤問合せ i藤沢合唱団

事務局長 深澤京子 TttL:000… 6500-4820
団長 永山園子 TttL/「AX:0406… 33-2240

情報 No 99535

貶膏卜Tクイベント

子蓮れ灘外 1導力国の旅

子どもと行くから磯ぐ見えてくること、楽しめることがあります。

旅にまつわるさ醐 な仕事を手力ヽする夫婦ユニット「旅

音Jが、チ麟 卜(息子)が0歳の時から始めたF子連れ旅J

の慶翡電やこれやをお話します。

◇圃時 :10月 20囲 (上 )14:00^″ 15:30

警会場 iあ―すぷ螺ざし階 映像ホール

機参加費 :無料  ◇定員1120名 /要 申込

晰問合せ :あ―すノ3ヽ らざ(神奈jll県立地球市民かながわ

プラザ)TにL:045¨‐896-2121
[´
一MAILi gakushu@caFthplaza.ip

情報 No 99618

諫%の鼈地歩審

だがン睦́ 1鑢歌の鼈倉ぐ “齢たな発鰺魃"

ガイドにお任せ ミステリーコース(曲 比ガ浜・晨谷)

0国 時]10月 10圃 (水 )、 12圏 (金 )9:00～ 9190受付

12100解散予定 徒歩距離4.2K軸 高低差なし

◇集合 :JR鎌倉轍西圏 時計台広場

◇参加濃軒500間、入館料600円 (カトリック曲艦Lガ浜教

会。
1鐵 L蜘 本邸)

金定員 :各 国190名 (先篇順)

◇嘩込締切 :実施餞の1週間前

艤問合せ 1(NX謙 倉ガイド協会 TttL:0487…24-6548
HP町鞭倉ガイド協婆調で検索

囀野褒晏N099744

第艤6圃

演姜会 1 鼈灘市郊薬価畿舎圃演錢悽

日本の伝統芸能を継承蝿 ため、一生懸命演奏いたします。

◇目時 :10月 27園 (上 )1か 00聞場 13:00闘演

◇会場 :藤沢市民会館/1N本一ル

◇入場料 i無料

◇内容 :琵琶、端唄、長唄、など

⑬問合せ :藤沢市邦楽協食事務局 森率憲水

丁匿L:046S-23-~/133
4青報 No 99592

鰈
瀬
聰 鶉馘 膵

0日時ゴ1月 10圏 (上)12i00聞場 13:00闘演

◇会場 :藤沢市民会館 大ホール

機入場料 :無料

警ゲストi El‐ 圏明夫、DO町〕×BOa(ボンボ7)、 稲川有徳

0出演サークル111団体

鯰間合せ l湘南ノヽ一号二カサークル交流会

下腟L:0407-32-0480(こ たな})

TttLi 0466-28-0681(量 [lMl)

情報 No 99751

※各記事の詳細情報については主催団体に13問 い合わせ ください。

イベ≫ド、減塵、NPOm熾備轍等、ぁなさ歳瘍濫魏瘍鶉軸を椰螂鬱くだ屏栃

臨センターに持込みいただいた情報|よ、下記の方法で1青報発信・告知審支援いたします。

なお、情報の持込みは、菫機のご来館か、郵送、Fax、 種―ma‖ にて艶|サ付けています。
率情報ラック…・チラシなどを、最大3ヶ月館内に配鯉 L′ます。
*掲示板・̈ ポスタ・―‐などを、最大8ヶ月館内に掲示します。
率憾謁暇クリップ・…毎月10感 発行。原則前 F―lの 25鳳 到着までの燿霧敬を摘纏験します。
本メールマガジン…・月1回発行 (不定期/2018年 8月 現在 )

ホホームページ:ほぼ毎圃更新。最新の情報絆 ち早く掲載します。

※ 頂しヽた情報機掲載の都合上、編集することがあ叩ます。あらか機めご了承ください。

日


