
難 進センターのクリスマス交流会 2① 18」 と、藤沢市役所 1階ラウンジ:こて市民活動団体の活動紹介を

展示しヽたします。様々な NPO瘍活動を知るチヤンスです。ぜひご参力国くださしヽ :

日  時 :① 平成 30年 (2018年)12月 15日 〔土)15時 39分～18時 ③◎分

② 平成 30年 〔2918年)12月 23圏 (理 )～平成 31年 (2019年)1月 13日 (圏 )

会  場 :① 藤沢市市民活動推進センター饉寵 (クリスマス交流会内にて展示》

② 藤沢市役所本庁舎 1階ラウンジ

藤沢市でiよ、公機 な市民活轟を行う団体の組織基盤強化への動成を実施してります。平成 29年度

からiよ、若しヽ世代の方が涯発に市民活動 :こ取り組めるよう、学生や若者を中心とする団体への支援枠を

新た:こ 星曼けてしヽます。今後の活動を充実させるた鍮:こざひご応募くださしヽ :

※募集要領越市民活動推進センター e泰民添議プラザむつらしヽ・各市民センター等に置いております。

◇募集期間 :平成 31奪 12月 3理モ月)～平成 31年 1月 10爾 (木》

◇鋤成対象 :藤沢市内を中ξか:こ公益的市民活動を行う団体が 鑑轟鑢爾鋳舞臨ξ※〕』をするための取り

組み:こ対し勘成します。

※今後の活動を充実して娠ヽくため 4こ組織の力をつけてしヽくことをし＼しヽ、

国体の人的基盤、財政基盤、悔報基盤など運竃基盤のL鑢が主な課題となります。

◇繭 合 せ :藤沢義役所 率民自治推進課 T装註:◎465-30‐3516 要ノⅨ :0466-50-3407

薔―MAttL:亀 づiti― S20ctty.亀 jisawa.!。 .jp

詳細は藤沢華 羮けをご確認くださしヽ。 (毒 興)から「公益的市民活動」で検索)

平成30年

11月

ご利用状舞

(速報値)

麗館日(26日 )i交流スペース 1犠饉コーナー 1作業スペース 1多 目的スペース 会議室(A) 会議菫 (3) 会朧窒 (圏 生 ) 合計

件数 (件 ) 0

(4晨 より延数〕1   21741    8511   22T71 437 0 6723

剖用者鑽(ス )I    S84 1    153 1    373 1     Tヽ竜 400 2466

(4月 より謹数)1   6o531 1283 390G I 547ア 22173
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【報告】
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卜講座 掴 体のウェブサイトを作成しよう 1」

本講座は団体のホームページを」imdOで作成する方法を学ぶ 2回連

続講座です。

第 1回 目は、サイ トの目的や記載したい内容、みんなに検索しても

らいたいキーワー ドなどを、参加者の皆さんに15分程度考えてプリ

ントに書いてもらうということがメインでした。2回 目は、1回 日で

中身を考えてきたもの (デザインやレイアウトなど)を形にしていく

作業でした。コンテンツを消したり増やしたりしながらそれぞれのホ

ームページが次第に出来上がっていきました。

【ヨ轟巫内容】①。]imdoとは  。どんなページを作りたいか 。Webベージ構想
・Wordワンポイントテク「行の並びを変更する」 。Wordワンポイントテク「新しいページ

(改ベージ)」  ,Webページを作る前に 。ワンポイントテク「ブラウザの別窓」
。必要なページをリストアップ 1サイトマップ ・サイトのレイアウト ・ワイヤーフレー

.・ ワンポイントテク「メモ帳を使おう」 ・登録してみよう「テンプレートを決める」

・ドメインを決める  ② ・設計図を実現していこう ・レイアウトを変えよう ・デザイン

の変更 ・コンテンツを変更していこう (コンテンツの追加)

【アンケート抜粋】 0個別にきめ細かくご指導いただきました。  。まだまだ勉強が必要だと感じた。

・我流でやらていたので参考になりました。

◆ 開催日:11月 ①19日 、②26日 (月 )

◆ 講師 :山本 享氏 (ITサポー トチーム)

◆参加人数 :① 10名 ②6名

市民活動総合情報誌「ウォ轟』に掲載されました :

社会福祉法人大阪ボランティア協会発行の市民活動総合情報誌「ウォロ 10・ 11月 号」にて、当センターが掲

載されました。この情報誌は1966年に発刊された日本で最も歴史のあるボランティア O NPO/PO活動の総合情

報誌の一つです。

今号は、「“官設民営型"市民活動センターの現状とこれから」と題し、自治体が設置し民間団体が運営をす

る「官設民営型の市民活動センター」について、アンケー ト調査や各地のセンターの運営例等を特集していま

す。ウォロは推進センターの図書コーナー近くにある定期刊行物ラックに設置しておりますので、ぜひご覧く

ださい。

アンケ■|二よる評価
■0景滝証: IЮI l② l

回答者数 8名 6名

満足度 3.38 4.17
理解度 3.63 3.83

お役立ち度 4.00 4.50



NPO支援助成金情報 (2018年 11月 7日～12月 5日受)

※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。

20層 夢 事 を 廻 野 亀 て

饉

…

輌 輌 申

… … … … … … … … … … … な ぜ な に NPO Vol.115

鎌倉市市民活動センターの 20周年記念セレモニーが、12月 1日鎌倉市内のホテルで、170名の関係者を迎え

盛大に開催されました。1998年 5月、公募された市民の運営委員会議により運営が開始されましたが、公の施

設の市民による運営は珍しく、当時かなリセンセーショナルな出来事として受け止めました。20年が経ち、懐か

しい面々にお逢いし、楽しいひと時を過ごしました。

量  12月 1日は、奇しくも NPO法の施行日 (1998年 12月 1日 )で、こちらの 20周

詈 年も全国各地で開催されています。東京都内では、11月 21日に開催され、「これから

亀
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彗
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量

機 ンが繰り広げられました。「2010年くらいになると、経済と社会において、企業なの

量 か NPOなのかはあまり関係ないと思われる」という意見や、やはり「Think GloballyrAct LocallyI(視 野を広

置 くとらえ、活動は足元から)に勝るものはない」をといつた発言まであり、あつという間の 2時間でした。実際、

量 1998年から全速力で走つてきた二員として、皆さんのご意見を伺いながら、この 20年の時の流れの速さと社

:会変革の大きさは、感慨深いものがありました。

置  さて足元ですが、現在、いわゆる市民活動を応援する条例が、隣接する鎌倉市と逗子市で検討されています。

国 鎌倉市では昨年議会で否決されたという波乱万丈な経過をたどりつつも市民委員が再度チャレンジしているよう

置 ですし、逗子市では、大きな流れが固まりつつあり、ある種の理念条例となる様相です。どちらも市民活動を応

橿 援する施設を持つていることから、これからの市民の動きに期待を寄せていると思われます。

の市民社会 20年を語る一地域、日本、そして世界から一」と題し、元滋賀県知事の嘉 |

田由紀子氏、経済界の方、全国各地の NPO関係のキーマンをグス トにディスカッショ

物事は偶然が重なつて起こつているという考え方がありますが、私は必然なのではないかと思います。引き寄

量 せるチカラが十分にストックされたとき、偶然のように発生すると。

量  「なるようになるさ」と言い捨てるつもりはありませんが、これからの 20年に思しヽを馳せた時、たとえ(NPO

量 法が消滅していても、それは、私たちの日常の活動や行動から生まれたもので、突然起こつたことではないと、

‡ 次世代を担うであろう若者に伝えたいと思う20周年の記念日でした。(て )

ヽ

72840 青少年スポーツ振興に関する助成金 学術文イヒ ヨネックススポーッ振興財団 12/20

72866 もり・みず市民事業支援補助金 社会・環境 神奈川県 環境農政局 緑政部 水源環境保全課 12/21

72851
第 14回 アスラ ス・スターライトパーけ 二患者会

助成
保健医療 アステラス製薬株式会社 12/21

72852 杉浦地域医療振興賞 保健医療 (公財)杉浦記念財団 12/31

72870 経済的困難を抱える子どもの学び支援活動助成 子ども (公財)ベネッセこども基金 1/7

72871 お金をまわそう基金助成事業 学文・子ども (公財)お金をまわそう基金 1/8

72863 藤沢市公益的市民活動助成事業 全分野 藤沢市市民自治部 市民自治推進課 1/10

72841 スポーツ普及奨励助成事業 学術文化 スポーツ安全協会 1/18

72872 一般助成(教育・福祉) 保健・子ども (公財)倶進会 1/21

72873 社会福祉事業並びこ研究助成 保健医療 (公財)三菱財団 1/24

72875 日韓文化交流基金 人物交流助成 国際協力 (公財)日 韓文イヒ交流基金 1/25

72854 一般助成・課題助成 子ども (N)神奈川子ども未来フアンド 1/25

72874 地域ささえあい助成
保健・男女・

子ども
日本コープ共済生活協同組合連合会 1/31

72861 地域の伝統文化助成 学術文化 (公財)明治安田クオリティオブライフ財団 1/31

72862 ノエじ″刈■ン財団助成事業 学文・子ども ノエじ″対一ン財団 2/28

72853 社会貢献基金助成
保健・まち・学文・

環境
冠婚葬祭文化振興財団 2/28
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評

洒Po鍾 mする無料纏診 ボランテイフや簿 〇活動・助成金などにつしヽてご本目談のある方は、当セン

ターまであ問しヽ合わせくださしヽ。相談員 (大熊)が対応しヽたします。

文」臨国3寺 12/20、 12/27、 年 l③ (本躍 17～2譴 8寺 )、 12/15、 12/22、 1/5、 1/12(土曜 嗜4～ 18時 )

※予定が変わる事があります。ならべく事前予約をしてください。

センターでや金な窒簑蠅予定
市民活動推進センター主催事業や藤沢市の事業において下記の日程で会議室を使用いたします。ご理解いただきます

よう、よるしくお願いいたします。新着情報詳 しくはホームベージをご覧下さいっ

※日程 :■予定ですこ都合により変更となる場合がある旨をご了承ください

鞭 誌纏霰胚 封P③ 灘拶頓青報 緞 立認証及び定款変更認証中の法人、新規設立法人及び解散法人等)

設立認証申講

メフポタミア考占学教育研究所  代表者 :小泉 護人

新規設立法人
0こ の法人は、メゾボタミア経市文明に関心をもつ国内外の人々に対して、メソポタミアとその周辺に関する考古学的

研究および文献学、地理学等との学際壼う取り組みによる成果の普及、次世代への教育、さらには、日本とイラクの文化

交流を進めることにより、学術・文化の振興、社会教育と国際協力の推進、健全な人材育成への寄与を目的とする。

内閣府 NPの ポータルサイ ト・藤沢市菫P等より抜粋

・響
―
罐

‐ヽ．＝
●

器

センター主催イベント修のご案貶

霙時 講座 &イ ベン ト名 講師等 対黛警 薔費用

12/1ξ5(lL)

電5:30-18:○○
推進センターのクリスマス交流会

推野修平氏
1認定 N総 法人日本鑢総

センター特別研究員)

興味のある海

顎途 胃

学生 100円

1/21(彙 }

13:30～ 16:O①

1丁 サポート講座

「W:籟dov襲 10あれつとれつ」
推進センター

ITサポートチーム
1,OOO電
NPO関係者

iN~PO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。

12∫ 豊瓢土)13～ 19A3/1∫ 21(月 )12～ 17A/2∫ 15(金)17～ 22A/2/16(土)0～ 12A/2/20(水 )14～ lS A

特定非螂 湯軸激入 B・ [逸餐  代表者 :小野 博道  縦覧期限 平成 30年 12月 16日

膨
′
｀

暮n―込ζξ豪∫ 鶉眩饂顆扮弄魏 扮鰤欠り買ζ咤鬱
新全重、藤沢を盛り上:デ るた録のイベント「汐やけつ警ぞデ〒ソン 2038』 鍛発表をメインに、団体さ

んのパネル羅示、恒例の大交羮会工か、盛り沢山の内容で開催いたします。 皆さまぜひご参加ください :

響時 :12月 15コ (主)1轟 :3争～ 18:0黎 参加費 [轟瘍◎興 '学生 110円 (軽飲食あり)

貶躁 年末午始の体鑢 日 1盆 月 29日 経辞 ～ 1月 8澤 辣 )4日 機 から輔 通,難します
ほ

祓鶉呟鑽颯曖 2018年 12層 5霧現在 ※詳縄はセンターの議Pをご覧下さい。

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

〒2510052 神奈り:1県藤沢市藤難 031増 身ヽビル 2階
12月より新年度の始讀る

団体の方:こは、登録更新の

書類を選封いしました。

更新手続きの締め切りは

20弩 9年 3用末口です。

210悪5
論理研究離 家庭論理翁会議沢華 醸沢中央支部 ◎純粋倫理を基底に、和やかな家庭づくりを推

進し、共尊共生の精神きこ員1つ た生き方をめざす人々の輪を拡げて、地域社会の発展に貢献する(抜粋)

21参轟6 市民健康クラプ ◎年欝問わず市民の健康増進を目指す

23つ 57
ともだちひろは実行委員会 ◎遊び、
いく居場所づくり活動を目的とする。

軽子≧づくり、勉強などを行い、子どもを大入が見守り、育んで

21参 58
きやん0会 ◎育てにくい子を持つ親の学習会活動を通じ、行政の教育相談の支援を受けながら、親子
が孤立する状況を解決する事を目的とする。

E―霊ail : f―npocOshonanfttjisawa,oom

URL: http://npocafe.f― npon.」p/

Tel; 0466-54-4510  Fax: 0466-54-4515

繍難 認定 WO法人 藤沢市民活動推進機構

護覇露霧撃露菫量嚢嚢嚢露嚢轟甕譲轟麗轟麗懸竃轟轟璽嚢麗露壽麗嚢
百

,

尾

暑

量

:

1

:



情報クリップは、市民活動やNPOに興味傍嫡 方に向けて発行してひます。

この申国ま、藤沢地域に向けて活動してい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もヽボランティア募禦情報

が掲載されています。

市民活動に触れる一番鍵 つかけは、興味臨 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|ま各記事に記鮨 れている連絡先にお問合廿の上、お気軽にご参加ください。

※当センターのサイドこは、更にたくさんの情報が掲載されています。右側のQ貸動―ドからご覧ください。

警行難学大な

第235回講座のご案内

テーマ「モース博士の江の島臨海実験所が結ぶ時空の総」

明治初期の画期的なllk想が140年 l_~量り多くの縁を結

び、ドラマを生み出してきました。

◇圃時:12月 10日 (日 )14:00～ 16:00
◇会場 :善行公民館ホール

◇講師 :廣海十朗氏(日本大学生物資源科学部 特任教授)

◇参加嶽 :500岡 (会員除く)

○問合せ :書行雑学大学 宮圏英夫

TEL:0466-82-0517
情報No 100503

宣き験を満用した

鑢域価値創造講座

戦後のスクラップ畿ビルドによる発展から、今後のストック

型社会・縮小社会に向けて蘇襲になる空き家活用の方法

と地域価値φ生み出し方を事例とともに学微 す。

ゆ国時 :2010年 1月 29日 、2月 5日 、12圏 (全 3回・火

曜)18:15～ 21115申 込締切 :1月 15圏 (火 )

攀会場 :かながわコミュ置ティカレッジ講義室 (かながわ県

民‐
「_2ン ター11階)◇ 参加賛 :4,500岡

0講師 :連 勇太朗氏((N)篭 クチン企画 代表理事)

◎定員 :30名 (ll■えた場合抽選、満たない場合ワ|き続き

先着順)

瘍問合せ iかながわコミュル静ィカレッジ事務局

TEL:045-620-0743 「 AXi045-620-0745
HP「 かながわコミュ旦ティカレッジ」で検索

情報No 100323

鼈

昔ながらのな圏虚◎弩9

駄菓子屋さんにお正月遊び、お琴体験、4つの正 44~、 けん

玉、ベーごま、福笑いなどいつはいできます。

◇目時 :2019年 1月 13目 (圏 )10100～ 15:OO

(1と 00～ 13i00昼体み )

◇会場 :ふじさわ宿交流館

◇お楽しみ券 i5枚 200円、1枚 50円

①問合せ :藤沢市観光協会 礎 L:0466-55-2255
1青報鶴o100566

※表記のない日付の年はすべて 2018年(平成 30年 )です。

※(N)は NPO法人の略です。

折り紙で

サンタクロースをつくろう l

藤沢子ども食堂たんぽぽキッチン クリスマス特別企画の

ご案内 季節の特局1メニューを一緒に作ります。

ゆ圃時:12月 24國 (月・祝)10:00～ 14:30

0会場 :藤沢公民館 3階調理室。実習室

参参加費 :50円 (食材費 =材料費)

◎対象 :小学生、中学生 20名 繰 護者の参加可)

◇持ち物 :エプロン、三角巾(無 |サれば要相談 )

0参加方法 :ウェプサイトより「こどもクラブ会員」ほ登録

磯問合せ :藤沢子ども食堂たんl‐Fぼキッチン

TEL:050-5241-4821
屋一MAIL:info.tampopo.kitchen@gmal,oOlll

HPi「たんぼばキッチン」で検索
情報No 100524

映画『素購うしき哉、人生 l」

クラシック 名作映画シリーズ

◇日時:12月 17目 (月 )、 24日 (月・祝)13:40闘場

14:00上〕喪

◆会場 :あ一す暮らざ2階プラザホール ◇入場料 :無料

◇定員 ]各 目200名 (申込不要 `当 日先着)

⑬問合せ :あ一すぶらざ(神奈川県立地球市民かながわ

プラザ)TEL:045-89)2121
麗…MAILi gakushu@earthplaga.ip

tJRL:httpi//www eaFthplaza ip

l青博啜No100468

一解
一

一
７／一２

．
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議ぐうよ。

起立性調節障害in湘南台

病気を乗り越えてシンガーソングライターとして溝躊 ている

祐目さんの歌とトーークのひVDを見て、病気との向き合い方

を話し合つてみ調せんか。

◇目時 :2創 9年 1月 19日 (上 )10:00～ 14:00

◆会場 :湘南台駅近くのレンタJL_スペース

◇対象 :起立ll■調節障害錨 子さんと保護者

◆参加費 :500円

③問合せ:#つながる朝麟プ自ジェクト井上

駐_MAIL:asagaopl@glllal oom

URL:https://attleblo、 ip/asagoo― sakasol1/

4育報No 100575

広雛 づくりのポイント

活動の魅力がもつと伝わる !

◇圏時 :2019年 1月 19目 (上 )14:00～ 16:00
◇会場 :ちがさき市民活動サポートセンター

◇講師 1山 国高徹氏(例タウンニュース社 茅ヶ崎編集室

記者)◇ 受講料 :500円 (資料代)

◇定員130名 (申 込み先着順)

①Fna合 管:ちがさき市民活動サポートセンター

丁EL/「 AX:0467-38-754・6
E一 MAIL:s― cettteF@pluto.plala.oF.ip

tlRL:hitpi//sapooo綺 `llet

情郵[No 100480

瀧南号―ツァル曖 好会

例会のご案内

鰤 170圃 fFl会 「魔簡のその後J講演 :吉野忠彦氏

◇目時 :盆019年 1月 27(日 )1蹴 00
◆会場 :鎌倉生涯学習センターホ…ル

◇当国会員券 l盆 ,000周

0問合意 :湘南鐙―ツァルト愛好会

Tttl_:046-872-1903
URL:http://www.shonanfuilsawa、 oOll1/笛lo2aFt/

情琳そNo 100264

熊本マリ×溝園難

プログラム :世界の車窓から、ニュー・シネマ,パラダイス、他

◆目時 :2019年 2月 9日 (土 )13130開場 14:00闘演

◆会場 :逗子文イしプラザ なぎさホール

◇入場料 :3,500円 (全席指定)

OFn3合せ :逗子文イじプラザ本一ル

TEL:046-870-6622
URI_:httpsプ /www,bunka― plazaha‖ oom/

1縮野報 No 100436

大人の自開スペタ[ラム症

相手の気持ちを察偲で行動するこ走が響手など、自聞スペ

クトラム症(ASD)はうまく対人関係が築|サず、うつ病な齢

二次障害が出てくることがふります。

◆目時:2019年 1月 30日 (水 )1歌 30～20130
◆会場 :ウィリング横浜研修室

◆講師 :相 淳氏(ハートクリニック横浜院長 精神科医)

◆受講料 :3,000円

●Fn3合 せ:(N漏浜上大岡臨床′い理機 ター

TEL/FAX:045-346-1822
涯一lllAIL:ofice@kamioookasintt or恵

tlRL:http://kamiokasinFi.Org

情報 No 100484

第15回

キラキラ☆八―モニカコンサート

な出演サークル】大船ハーモ動 クラプ、こぶし荘 赤とん1錢

済美スターズ、湘南ハーモニかゆりか識 湘南ポラリスハ…

モニー、たまなわハーモニカクラブ、那珂ひまわリハーモニ

カ、星 数室、シ メール湘南大庭ハーモニカ、信州国際音楽

村ハーモニカメイツ彼 情出演)

で指導者代表】星 幸江 【ゲスト】大矢博文、オジ翻鰺イ・ドリ

オ、真野泰治、真野照久、厚木ひまわり【司会】水野千賀子

◇目時:2019年 2月 16日 (止)12:30閥 場 13i00聞演

◇会場 :藤沢市民会館大ホー‐ル  ◆入場料 :無料

の問合せ:キラキラ☆ハー骨二カ園ンサート実行委員会

萩闘i4等  丁睡L:080-5644-3175
情囀lNo_100244

※各記事の詳細情報については、主催団体にお問い合わせください。

イペント、翻障選睦、国P◎支翻麗囀彗幸腱書学、みなさ痙聰活動の臨奪幸級をお曜聯せくださbヽ

当センターに持込みいただいた情報|ま、下記の方法で情報発信 `告知を支援いたします。

なお、情報の持込あは、直接働ご来館か、郵送、Fax、 匿―mallにて受け付度 しヽます。

摯情報勃 ク…チ予シなどを、最大3ヶ局館内に配架します。

*掲示板・・・ポスターな機 、最帰 ケ月館内に掲示します。

率情報クリップ・・・毎月10日 発行。原則前月の25目 至4着までの情報を掲載します。

*メールマガジン…月1回発行(不定期/2018年 3月 現在 )

*ホームページ:ほぼ毎日更新。最新の情報をいち早く掲載します。

※ 頂いた情報|よ掲載の都合上、編集することがあ叩ます。あらかじめご了承ください。
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