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その壱 NPO運営相談サポートテラスがスタート年 4回の相談会も実施中 l

溶目南信用金庫、日本政策金融公庫、神奈川県信用保証協会、当センター及び藤沢市が連携して地域課題

の解決紅取り組んでしヽる NPO法人等の成長をサポートする運営支援覆スタート: 2019年 2月 には、灘目

南信羅金華:=よ る組織活動を振り返る言露理と痰会・運菫纏談会が実施されます i(本誌 2面参照)

その試 全国機中聞支援組織と連携し、被災地への職員応援添遺在行しヽました I

平成 30年 ア月蒙雨で被災された地域への支援として、認定 NPO法人日本 NPOセンターをはじめと

した全国の中間支援組織と連携臥 職員の応援派遣等の支援を行しヽました。また緊急イベン トとして「平

裁 3争 筆 ア島豪蒻支援 藤沢からできること」を開催し、派遣l議員による現地報告を行しヽました。

その鬱 奪鶴濾動総合情報餞 訂蓄ォ国重暑ミ鏑載されました 言

社会福祉法人大阪ポランテイア議会発行誌「ウォロ 10・ 11月号」:こ て、当センターが掲載されました。

事前の全国 N参0支援センターヘのアンケートで「運営団体の専門性が高いと思われる事例」として推薦

され、取材を受さすました。今後も NPO支援力を高め、皆様をサポートさせてしヽただきたしヽと思しヽます。

市では、 藩 沢市市民活動推進計画」を 2005年 |こ策定し、2回の改定を行しヽながる市民活動が活発に行わ

れるためめ環境整偏 こ努めてしヽます。

現在の計画は今年度で終了するため改定を進めています。このたび「素案」をまとめましたので、パブリッ

クコメン ト (市民意見公募)を実施臥 広く市民の皆様の意見・提案を募集します。

詳細は藤沢市本一ムベージをご覧ください。 (サイ ト内検索で「市民活動推進針回」と入力)
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ご利用状況

(速報値 )

欄館日|(24日 } 交流スベース 情報コーナー 作棄スペース 多目的スペース 会豊室(A) 会議室 (日 ) 会議窒 (日 生) 合計

件歓 (件 ) 228 91 211 78 47 48 703

(4月 より延豊0 2402 942 2488 62C 484 484 0 7426

利用者数 (人 ) 718 120 371 247 591 365 0 2412

(4月より延機ゆ 6771 1403 4277 1987 6068 4079 0 24585

颯けまtておめでとうございます
新 しい年を4え 、客様の渚勁がえに苺長することを願い、え捜十一ビスのた実を

4め てまいちよす「貴褻体 :こ とって飛躍のキとなれますことを:喬念いたします。

本キもどうぞよろしくお願をヽ申し上 :ず

｀
ます。スタップー員

INフ EX



藤沢市からお知らせ:NPO運営相談サポートテラス 2月講座。相談会のお知らせ
サポー トテラスでは、年 4回の相談会に加え、運営支援のための講座を行っています。2月 のテーマは「NPO

deビジネス?9つの視点で活動の見える化を図ろう」です。自組織を取 り巻く関係や環境を振 り返ってみま

せんか ?

湘南信用金庫の 「チーム湘南」によるフレームワークを活用した活動の振 り返 り講座と融資 。運営相談会

講師 :林 健太郎氏 (湘南信用金庫 チーム湘南)

日時 :2019年 2月 14日 (木)15:00～ 17:00

会場 :藤沢市役所 本庁舎 7階 7-1会議室

定員 :50名 費用 :無料 申込 :2月 12日 (火 )ま でに TEL又は猟Xにて

問い合わせ 市民自治推進課 TEL 0466-50-3516 FAX 0466-50-8407 8:30～ 17:15 ※土日祝 日は休み

藤沢詢 ら樹響強控 平成 30年度 輔PO法人条例指定機観度指定呻銀の結果 :こつしヽて

平成 30年度 NPO法人条例指定制度により指定された法人は次のとおりです。なお、寄附金控除対象期間

は、平成 30年 1月 ]日 から平成 35年 12月 31日 までとなります。

・NPO法人 幼児武道教育振興会
。特定非営利活動法人 トリトン藤沢スポーツクラブ

詳細につきましては、藤沢市ホームページをご覧ください。

http://■■vw.clty.fujisa、va.kanagan'a.jp/Jiti― s2/kurashi/shimin/npo/shitesedO.html

【幸最畿】推進センターのクリスマス交流会 2018
今回、初めての企画として、「フジソン 2018(フ ジサフ・アイデアソン)」 を実施しました。事前に募った 4

人の方々に、藤沢をよくするためのアイデアを発表していただき、その発表に対して、参加者がさらに良くす

るためのアイデアを出し合いました。

イI: フジソン発表者 (左から)

島田 博之さん
NPO法人幼児武道教育振興会理事長

加藤 葉子さん

ワークショップラボ湘南代表

林田 繁雄さん

弥勒寺町内会会長、

弥勒寺夢クラブ会長

半田 拓也さん (ゴ リラせんせい)

紙芝居師・保育士

↓22団体の活動 PRパネルが展
示されました。

←ご挨拶
を頂いた

鈴木市長

→フジソンの発表

後、ご講評を頂い

た椎野修平氏

【アンケート抜粋】。アイデアを深めるために、テー

マごとに話し合う時間がもっとほしい。 (フ ジソン)

。もう少しゆっくり見られるようにすれば良かったです。 (パネル展示)

。席を団体でバラバラにしてほしい。しいろいろな方と話せて良かったです。 (交流会)

ご参加いただいた皆様、ご協賛いただきました皆様、ありがとうございました !!

◆ 開催日:12月 15日 (上)  ◆ 参加人数 :90名 (関係者含む)

←←← 詳しいご報告は左のQRコー ドからご覧ください。

アンケートによる評価

回答者45名 (5点満点中 )

フジソン 4.05
パネル展示 3,77

交流会 4.21躙



NPO支 援 助 成 金 情 報 (2018年 12月 6日～2019年 1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。

′年翁初めのちよつとうれしいお知らせ ― ― ― なぜなに NPO VoLl16 … ヽ

2018年 12月 19日 に横浜国立大学より感謝状を頂きました。

認定 NPO法人藤沢市民活動推進機構では、大学生と高校生を中心としたワカモノの社会を知るインター

ンシップ事業を 2013年より様々な形で実施してきました。東日本大震災の被災地へ向かい、被災された皆

さんと対話し、できることを模索する「サマープログラム」、NPOやボランティア団体の皆様と約 200時間

活動を共にする「NPOインターン」、秋葉台運動公園で開催される市民まつりを企画から当日の運営まで創

り上げる「イベントインターン」、お店のマルチスペースのイベントを年間を通じてコーディネートする「サ

ポートインターン」、大学院生のためのキャリア形成研究や 5カ

月にわたる「インターンシツプの受け入れ」等々、数え上げたら

きりがありません。

どのワカモノもアプリ イヽトや就業のためのインターンシップと

は違つた経験から、日を重ねるたびにキラキラと輝きを増してい

き、卒業一就職と巣立つていきました。そして、時々顔を覗かし

てくれ、新しいインターン生にアドバイスをしてくれています。

5年間でかかわつてくれたワカモノは 100名を超えました。そ

んな中、感謝状が届きました。

勿論、関係する多くの市民組織の皆様と共に力を発揮してきた

のですから、皆様と共にこの喜びを分かち合いたいと思つていま

す。

皆さん、本当にありがとうございました。これからも老若男女

問わず全ての市民の『何かしたい』を応援していきます。引き続

きどうぞよろしくお願いいたします。(て )

′

72885 エイズ予防財団助成事業 保健医療 エイズ予防財団 1/21
72872 一般助成(教育・福祉) 保健・子ども (公財)倶進会 1/21
72884 つなぐいのち基金助成金 保健・子ども (公財)つなぐいのち基金 1/21

72873 社会福祉事業並びに研究助成 保健医療 (公財)三菱財団 1/24
72890 2019年度助成事業 国際協力 日本台湾交流協会 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
72875 日韓文化交流基金 人物交流助成 国際協力 (公財)日 韓文化交流基金 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

72886 第 2期助成金 保健医療 あすなろ福祉財団 1/31

72887 「ネオニコチノイド系農薬に関する企画」の公募 環境保全 (一財)アクト・ビヨンド・トラスト 2/1

72888 公益助成事業 まち・環境・地域 (一財)関東地域づくり協会 2/4
72862 ノエビアグリーン財団助成事業 学文・子ども ノエビアグリーン財団 2/28
72889 障害児者に対する自立支援活動への助成 保健医療 (公財)洲崎福祉財団 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

72113
NPO向け webカタログ NPO夕を1髪コレクション

Nコレ !

助言援助 NPOサポートセンター 随時

72524 藤沢市空き家利活用マッチング制度 全分野 藤沢市住宅政策課 随時

72655 フードバンクかながわ 保健医療・子ども フードバンクかながわ 随時
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賜 りました ご尽 力に、心か ら感謝の意を表

り、学生のキャリ

だきました。

_ 平成 S,

感 謝 状
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センター主催イベン許等のご案内

NPO関係者とは、ボランテイア活動等、あらゆる公益的な市民活動の関係者を指 しています
c

褻R】こ関する無料相談
~~~課

葛:;享 I事O NPO活動・助成金などこつしヽてご相談のある毒はゝ当セン

ターまでお間し沿 わせくださ静。本醸 員 篠 熊)が対醸 たヽします。

対応菱時 1■ ス
=24、

1イ 31、 2//了、2114(本曜 17～2鶴 時)、 電′./19、 2′.:'2、 2′
/9(主曜 14～18時 )、

れ
′
2電 〔昆曜 12～鵡3) ※予定が変わる事があります。なるバく事前予約をしてくださ韓。

センターでり会議室使用予定
市民活動推進センター主催事業や藤沢市の事業:こおいて下記の日程で会議室を睫用いたします.ご理解いただきます

よう、よろしくお願いいたします。新着情報詳しくはホームページをご覧下さい
=

※日程まま予定です。都合により変更となる場合がある旨をご了承ください
=

1越 1義 )12～ 17A/ 1ノ31(本)lT～21A /2∫ ll(層 祝)i3～ 17E / ガl夢(金)17～22A/
ガ10(土}9～ 1l A /′ 2遺参(水)14～ 18A

平成 31年度ロッカー利用圏体募集につしヽて

平成 31_年 4月 1曰 (月 )か らのロッカー利用の申込書を「ニューズレター2月 号」に同封いたします。

:や 込期日::ま 2月 28日 (本)です。ロッカーを利用される団体の皆さんは忘れずにお申し込みください。

詳議は来月お昼曇サ主主碁「ロッルー利用華込書重をご覧下さい。

璽騨慾穂蜃尋ゴ訴NPlの 湛拶響積報 (設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)

設立認証申請 NPO法 人 ピアサポートF.A. cafe it表 者 :脹吉|:性苗 縦覧簿限 平成 31年 1月 21日

定款変更認証幸請 特定非営利活動法人 青少年サポート協会 代表者 :人見 幼子 縦覧期限 平成 31年 1月 18日

趙憑登録団体 2019年 1局 8塞現在

内閣府NPOボータルサイト`藤沢市HP等 兵り抜粋

※詳縄はセンターの■Pをご覧下さいc

日時 購座&イベント名 講師等 対象書・費用

1/21(月 )

13:30′ ′ヽ'16:○○

ITサポート講座

「Windowsl Oあれやこれや」
推進センター

ITサポートチーム
1=○○○円

NPO関係者

1/31(本 }

18:舎Φ′～20:OO
NPOマネジメント講座「事業報告書

の作成 :こ魔Iすた自己チェック :瑾

手塚明美氏
(認 (卜」藤沢市民活動推進機

構 副奎事長 e事務局長)

1,GⅨD円

NPO関係者

2.′
/籠

(月 。祝)

14:○○～16:◎○

NPOマ率ジメント講座「今から備えて

安心を 1会計ミニセミナー &相談会」
向上

1:○O③ 円

NPO関係者

210懸9
フォスターキャッツ湘南ボランティア会 ◎会員程二の協力、強調のもと:こ 、猫の里規探 し等の活動

を通じて、猫の殺処分ゼロを曇標にし、地域社会に貢献すること

21960
活支援センター おあしす ◎障がい者などへの相 地域交流の

場 の 及び日常生活の支援などを行 うこと|こ より、社会参加 と自立の促進を図ること(抜粋)

21061
FP ◎ (1)会員であるファイナンシャルプランナー (以 下 FP)の社会貢献活動 (兌 )

FPの知識、経験の修積 (3)そ の他総会が承認する事項

発行 :藤沢市市民活動推進センター (開 筆時間 9:00～ 22:00火 曜体霧 )

〒251-鍵52 神奈j::県藤沢市議沢 lttl小島ビル 2階

三―盤ail : f― npooOslon3nfu』 isewa.3om

URL: http1/rnpocafc,f― npc■ .Jp/

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

編集 :認定 WO法人 藤沢市民活動推進機構

k」  ξ
電尾よう新年度の始まる国

体の応には、登録賣新縁書

類を同封もヽしましこ。

更新手続きの締め切りは

2019年 4月末日です。

♂

簗 曜

ヽ

奎 鶴



2019年

発行:藤沢市市民活動推進センター̈  〒251-0052神奈川県藤沢市藤沢 1031小島ビル 2階

Tel:0466-54-4510 Foxi 0466-54-4516 E¨■、all:f― npoc(])51lonanfu]isawa.corn  tJRLi nttp1//1lpO(iaFe.F― npon.〕 p/

情報クリップは、市民活動や NPOIこ興味のある方に向けで発行しています。
1二の中国よ、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いボランティア募集情報

が掲載されてし憲 す。

市民活動に触れる一番麟 っかけ|ま、興味のあるイベントや講座、ボランティアに参加し
‐
Cみ為事です。

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。
※当センターのサイトに|よ、更にたくさんの情報が掲載されています。右側のORコ…―ドからご覧ください。

空音家利活用事業!晟

必要な資金づくり 女性を部下に持つ

男性管理職向けセミナー

女性活躍を阻害する「アンコンシャスバイアス」について学

び、女性社員への効果的な働きかけ方を習得します。

0目 時 12月 1働 (金 )13i00～ 16:3(D

◇会場 :かながわ県民セl′ ター 3階304会 議室

◆講師】清家三佳子氏((株 )キ ャlリアネットワーク常務取

締役、人材開発コンサルタント・キヤリアアドバイザー)

◇定員 :〔36人 (応募者多数の場・
1翁 柚選 )

◇受講料 :500円  ◇申込締切 :1月 22日 (火 )

…0問合せ :かなテラス参画推進課

TEL10466-重 7-211プ   1lP「 かなテラス_|で検索
′
1青幸li No 100660

ノ.つ

′ 1■1)

.ヽ進″ 螂

クラウドフアンディングのしくみと実際

◇日時 11月 20日 (日 )13:00螢 付 13:30～ 15:00
◇会場 :湘南NDビル 8階会議室 ◇参加費 :無料

◇内容:①クサウドファL〆ディングの基礎知識 ②クラウドフ

ァンディング成功のポイント③身近な事例を知る ④空き

家。空き店舗を活用した事例を学ぶ

◇講師 :世良信一郎氏((株 )イーツープ代表取締役)

◇申込締切:1月 18昴 (金 )

●問合せi藤沢市住宅政策課 ‖L:0466-50-3541
E一 MAIL ifi― iutaktl@dty.fuilsawa.lg.ip

情報 No 100720

イベント

湘詢コンサ…卜の会 2月 例会

ヴ皿ルディ作曲 仮面舞踏会

ホールオペラ形式 ピアノ伴養による原語上演

総督と、我が身に忠誠を警う部下の熱 い妻2人の秘めた

る愛 l 華やかな仮面舞踏会の夜、その事件は起こつた !

ゆ闘時 :安 月11日 (月・祝)13i30開場 14i00聞演

幸会場 :藤測 ラホール

◇入場料 13,500門 (会員|よ無料 )

○問合せ i湘南コンサートの会 ]ILi04哺 6-‐ 90-5020
情報No.100フ 23

イベント

障がいを抱える方の

テインスウイル菱考える

テーマ「障がいを抱え為方の麟 方や生き方を考える」

◇日時 :1′月19日 (土 )15:30開場 16100～ 10100
◆会場 iウェルビー憔 沢第2センタ…

◆対象 :障がい者雇用や自動グループの活動、及び障が

い者支援等に興味 '関心のある方 ◇参加費 :無料

◇講師 :山 園康治氏(ウェルビ‐`―株式会社センター長)

0問合せ :ヤングコミュニティ TEL:070-1348-3976
E一MAIL:souzouStlFukuukaFi@lgmail.00m

No 100666

講座

警行維鵠大学

第200圃鱗座のご案内

テーマ「ホテルのコンシェルジュと|よ ?」どんなふうに付き合

うと、旅を豊かにできるのか。園本が観光立国実現に向け

て今しな(て はならないことどま?
(0.自 時 i・1月 20日 (日 )14iOt)´・ヽ16:0()

◆会場 :善行公民館ホール

◇講師 1阿部佳氏(グランドハイアット東京コンシェルジュ、他)

0参加費 :5()0円 (会員除く)

0問合せ :書行雑学大学 宮圏英夫

1'巨L:0466-82-0517
情報 No.100699

セミナー

セ薫ナ・―

イベント

地域で輝くシニ]どになろう1 地域で活躍している様々な

団体が集まつて皆さんを待づています。「来て」「見て」「聞

いて」あなたの「地域活動」のプラン作りを始めましょう |

◇目時 :1月 27聾 (画 )1(D:鵠 0闘場 11100～ 15:OO
◇会場 :藤沢市民会館 第2麟示集会ホール、第 1・ 第2

会議室、教養室  ◇入場料 l無料

●問合せ :藤沢市地域包括ケツシステム推進室

TELi0466-25-1111(内 率泉3281)
(認 N),紺南ふじさわシニアネット TELi0466-525577

|ヽo100697

第9国

地域活動見本市

※表記のない日付の年はすべて2019年 (平成31年 )ですぃ  ※(腱 )は 卜』PO法人の略です。
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イベント

第1回

ふじさわトリプル成人式
藤沢に縁のある60歳で集まろう1 3度目の成人式を祝

おう1 同い年の交流を深めて人生を楽しもう !

◆日時 :2月 10日 (日 )14100受 付 15100^´

◆会場 :湘南クリスタルホテル

◆参加費 :事前振込7,000円、当日払い3,000円

◆特別応援ゲスト:麻倉未稀氏

◆対象 :1958年 1月 1日 ～1959年4月 1働 生まれの方

※赤いものを身につけてお越 |「ください。

●問合惜 :ふじさわトリプル成人式実行委員会

URL:http31//triple¨ seliinshlkl.‖ mdofFeC.00m/
'1青報 No 100736

アレルギーワークラ潟ップ

キッズシ レンジ 食物アレルギーを学ぼう

◇圃1時 13月 10日 (日 )10100～ 12:00
0会場 :ひらつか市民活動センター 会議室

◆対象 :食物アレルギーに関心のあるお子さんとそのご家

族(年少…小学校低学年)

◆参加費 i500岡 十材料費

◆定員 :15組 (先着‖臓、(3月 3日 (□ )申 込締切 )

●問合せ :(N)エ ーエルサインラボ

匿―MAIL:oontact@all.al一 labo.org

URLlhttpi//www.al― labo.org/

iヽlo 10C)62t;

①不登校。ひきともり親子支援の講演会

②団体説明会研リンティア募集を含めた交流会

①居場所づくりや就労支援等を通した自立を考えていきま

す。 ※定員50名

◇日時 :2月 10日 (日 )14:00^・ 16:30
◆講師 :滝 団衛氏 他

②支援活動を知る説明会とボランティアヘ参加する方法が

見つけられる交流会です。※定員30名

◇目1時 :2月 17働 (日 )14:00-17:00

①②共通 0会場 :ひらつか市民活動センター

※申込不要 参加費無料

○間合せ:(N)ぜんしん TEL:0463-23-1177(柳 川)

情報 No 100773、 100775

第3国 ふ賊さわ平和文イ診展

出展者募集 絵画・書(俳旬 =短歌),陶芸・写真・絵手紙

◇展示期間 :4月 80日 (火 )～ 5月 5日 (日 )

◇会場 :藤沢市民ギャラリーヽ第3展示室

◆出展料 :1,600問 (1:γ‖幅に■)き )

◇募集締切 :3月 5日 (火 )

⑬問合せ :ふ L:)さ わ平和文化展実行委員会

TEL/「 AX:0466-44-5007(平 綿 )、

0406-33-4003(本 下 )

E一 MAIL:tatstlro030gmall.oom(渡 辺 )

情報 M.100694

男の料理教室

澄曇tZlの_楽‐_最堕〕瑾塾」鐘ゴ|く塑………
包丁を握ったことのない初心者の方も、これから料動 して

あたい方も大歓遡 |

0日 時 i3.月 12曰 (`人 )、 13囲 (フK)10i00～ 13:00
◇会場 i湘南栄養指導センター(藤沢市鵠沼海岸1-15-
29)◆参加費 11,500円 (材料費・指導料含む)

⑬問合せ :(N)湘 南栄養指導・
t露ンタ……

TEL:04‐ 66-35… 3030  FAX10466-35-3505
駐―MAIL:shonen一 eishκ⊇jGon}home.ne.ip

HP「湘南栄養指導センター」で検索
1青幸授、No.100707

※各記事の詳細情 ,|′]に ついては、.主催団体にお問い合わせください
.´

イベント、講座、NPO支援情報畿 わなさまり満動の情報場絣寄せくだれヽ

当センタ…仁持込みいた齢 た情報は、下記の方法で1商 報発信 ,告知を支援しヽたします.

なお、1青報の持込みは、直接のご来館か、郵送、Fax、 E― mailにて受け付けています。
本情報ラック・・ザラシなどを、最大3ヶ月館内に配架します。
*掲示板…ポスターな静象 最大3ヶ月館内に掲示します。
*′1育報クリップ…毎月

・
10日 発行。原則前月の25日 到着までの情報を掲載します。

摯メールマガジン…・月1回発行(不定期/2()18年 8月 現在 )

*ホ…ムベージ:|よ li番 毎日更新。最新のサ
1青報をいち早く掲載します。

※ 頂いた情報は掲載の都合上、編集すなLとがあります。あらかじめご了承くださt,｀。

講演会

イベント

大難 したいこと・ひとと仕事を結び直す|またらき方

ゲストと一緒に探求してみ護せんか?
◇目1時 :2月 16目 (上)13:30開場 14:00～ 16:30
◆会場 :神奈川県立地球市民かながわプラザ(あ―すぶ

らざ)2階プラザホール  ◆参加費 i無料

◆定爵 :250名 (要申込み)

◆講師 :伊藤洋志氏、楠佳英氏、アナン メヽタ氏

⑤問合せ 1神 奈川県立地球市民かながわプラザ(あ―す

ぷらさ
F)1‐EL:045-396-2121

E一 MAIL:sy會 ]po@eaFthplaZa.ip

情報 No 100715
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