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藤沢市では、市民活動の推進が図られることを目指 して、藤沢市民を対象とした公益的な市民

活動を行う団体が組織基盤を強化するための取 り組みに対 し助成を行つています。

平成 31年度の助成対象団体を選定する本審査では、応募 した 9団体による公開プレゼンテー

ションを実施 し、応募団体がそれぞれの組織基盤強化のアイデアを発表 します。

様々な団体の組織基盤強化策を聞くことで、自団体の活動の参考としてください !

◇公 開プ レ越 ンテー シ 轟ン (申込不要)

日 時 :2019年 2月 23日 (上)13時 30う:)～ 16日寺45分※終了時間は多少前後します

会 場:藤沢市役所 本庁舎 5階 5-1会議室

問合せ :市民自,台推進課: TEL 1 0466-50-3516 FAX:0466‐ 50‐8407

詳しくは藤沢市のホームページから「公益的市民活動助成事業」と検索してご覧ください。

発表団体名 企画名

NPO法人 自由創造ラボたんぽぱ 「不登校の居場所」普及啓発

特定非営利活動法人 卜lJト ン藤沢スポーツクラブ 総合型地域スポーツクラブ基盤強化

湘南市民ワークショップ
「浜辺の歌サンバ」シンクロ&ダンスで 2020東京オリバラ

を応援 :+広報力強化

4 湘南FP相談室 組織基盤充実事業

プレイパークもりとかぜ プレイパークもりとかぜ組織基盤強化

藤沢クマゼミ調査研究会 HPの作成

ホームスクー :リ ングで輝くみらいタウンプロジェク ト
地域のみんながHomelホ ームスクーリングしやすい環境

づくり

特定非営利活動法人 湘南まぜこぜ計画
「子ども実態調査」等を共有する地域シンポジウムによる基

盤づくり事業

湘南クリーンエイ ドフォーラム 「湘南 CF」 組織基盤強化による活動規模拡大促進計画

平成31年

1月

ご利用状況

(速報値 )

開館日(24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
=(A)

会議室 (B) 会議三 (日 生 ) 合計

件数(件 ) 276 90 221 71 39 44 0 741

(4月 より延数 ) 2678 1032 2709 697 523 528 0 8167

利用者数 (人 ) 746 116 377 227 502 324 2292

(4月 より延数 ) 7517 1519 4654 2214 6570 4403 0 26877



I報畿】菫Tサポー詳讚座「winttOws豊 oあれやこれや』
本講座は、マイクロソフトの OSである「Windows 10」 の機能や使い方などを解説

する目的で開催しました。まず、ハー ドの部分 (PCの仕組みや内部構成等)を説明す

ることでPCの理解を深め、ソフ ト (oS)の解説に入りました。質問は講座中に随時

受け付けており、不明な点を講師及びサポーターに質問しながら講座を進めました。

【アンケー ト抜粋】。大変参考になった。Windows10の詳細を一層知ることが出来
た。。大変良かったが、実際にこなそうとしたときにどれ程理解出来ていたかは不明。
0開催日:1月 21日 鯛 )  0参 加人数 :11名   ◆ 講師 :山本 享氏 (ITサポー トチーム)

【報告】藤沢市役所 1階ラウンジにてパネル展示開催

平成 30年 12月 23日 ～平成 31

年 1月 14日 にかけて、藤沢市

役所 1階ラウンジにて活動団

体のパネル展示が開催され、

多くの方に団体活動を見てい

ただく機会となりました。

【農添圃諄/磯称略 。贖不闘】湘南トーストマスターズクラブ、フラワーセラピー研究会 (藤沢地区)、 湘南
ふじさわシエアネット、湘南みちくさクラブ、1日モーガン邸を守る会、湘南マンション管理組合ネットワー
ク、藤沢合唱団、二工 。アルをしのぶ会、湘南アルゼンチンタンゴダンス同好会、ヒッポフアミリークラブ藤
沢、福島の子どもたちとともに 。湘南の会、湘南まちいくプ回ジェクト、湘南市民ワークショップ、失語症会
話カフェ、ニッポン・アクティブライフ・クラブ、ふじさわサンエナジー、KEEP LEFT PROICT、 #ッナガ
ル朝顔プロジエクト、SDC s活動支援センター、ITサロン藤沢、藤沢食事サービスヮーカーズコレクテイブ
クツクふじさわ、推進センター

「

サポートチーム

豊 展示団体 :22団体十市民活動支援施設の事業紹介パネル 5枚

栃 量彊財P鵞 マネツバント講座「事業報翁書の作成:こ向けた
″
卜轟チェック :′

′
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休眠預金活用法の施行や社会的インパク ト評価など、昨今 NPO・ 市民活

動団体を取り巻く環境が変化してきています。また、年度末に向けて報告

を作成する時期を迎えると同時に、組織としての在 り様を振 り返 り、確認

する機会でもあります。 そこで今回は報告書作成のコツに関する講義や、

試作版の「自己診断シー ト」を活用したワーク等を実施しました。

組織診断を行 うことで、信頼度を高める機会となること、また報告を行

う理由としては、内部の共有と外部への発信の 2つの要素があること、ま

た団体の定款や規約に何が書かれているのかを知ることで組織の在 り様を

理解すること3ができる、という旨のお話がありました。

最後に、報告書はまずは 1つの宝箱に記録を残しておき、そこから相手

が求める情報をひき出すことが大切であること、また既存のアイデアを組

み合わせることで、新たなアイデアが生まれるという、「企画書や計画書は報告書
の裏返し」である、というお話で締め括りました。

◆ 開催 日:1月 31日 (水) 0参 加人数 :5名

金
｀
講師 :手塚明美氏 (認定PO法人藤沢市民活動推進機構 副理事長・事務局長)

ri■‐,

満足度 4.44

理解度 4.11

お役立ち度 4.33

満足度 4.33

理解度 4.33



72905 第 92回リユースPC寄贈プログラム 全分野 認定(N)ィーパーッ 2/22
72862 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

保健・まち・学文
・環境

冠婚葬祭文化振興財団 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

72903 をによし賞 学術文化 読売新聞社 2/28

72906 東京動物園協会野生生物保全基金 学文・環境 (公財)東京動物園協会 2/28

72910 社会貢献活動支援のための特別助成 保健医療 全日本社会貢献団体機構 2/28

保健・災害 (社福)NHK厚生文化事業団 3/30

72908 特定公募事業 災害に強い森林づくり事業/森
林整備・緑化推進 環境保全 国土緑化推進機構 3/31

72907 緑の基金公募事業 一般公募事業 環境保全 国土緑化推進機構 3/31

72909 都道府県緑推推薦事業 子どもたちの未来の
森づくり事業

環境保全 国土緑化推進機構 3/31

72897 Google for Nonprofits導 入支援プログラム 全分野 株式会社 FASTER 常時

71822 藤沢市障がい者グループホーム設置補助金 保健医療 藤沢市 常時

◎ 鉤ひ⑬襄攘魏成金貶鯰 (2銀 9年 哺月 6闘～2月 6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。

ノ
,罐報鐘歌ア陽磯麒。 … 輌 輌 ― 中 申 ― … … … … … 圏なぜなに NPO VoLl17日 、

市民活動団体や NPO法人にとって、どのようなテーマの活動であっても市民との信頼関係が必要不可欠

です。また、信頼を得るために、多くの団体活動情報を公開することも耳にタコができるくらい聞いている

のではないでしょうか。組織のホームページ oSNSな どの WEB、 機関紙やチラシ。リーフレットのような

紙媒体のものまで、組織内でも様々な手法を投じ、情報の拡散を試みていることでしょう。

市民活動推進センター・プラザむつあいでは、皆様の活動情報をできるだけ多くの市民にお伝えすること

を使命の一つと捉え、多くの情報拡散ツールを開拓してきました。独自の拡散ツールのほか、(株)ウ スイホ

ーム様への情報提供は、2015年から開始。昨年 12月 には、「かながわ人生 100歳時代ポータル」を神奈川

県が開設しました。これらの活動情報提供は現在、推進センターのスタッフが行っております。生涯学習サ

イ ト「PhいこTかながわ」へはそれぞれの団体からの情報提供が可能です。

皆様からご提供を受けた情報は、1件に対し平均で 3カ所へ拡散しています。センター・プラザでできる

情報の拡散も活用し、市民との信頼関係を強めましょう。 (て )

亀

推進センター

プラザむつあい

HP、 メールマガジン、情報クリップ、

ボランティアーズ、施設内配架、掲示

活動情報、団体情報、イベン ト情報、参加者

募集情報、ボランティア募集情報

市内市民センター 市民活動情報コーナー16カ所配架 活動情報(チ ラシ)

ウスイホーム株式

会社様

ユーザー向け機関紙、WEBサイト イベント情報

http s:llwww.usui-home. com/locaI'event/

神奈川県

かながわ人生 100歳時代ポータル 活動情報、団体情報

httpsプ Aiお 100kallagawa.jpノ

生涯学習サイ ト「PLANETかながわ」 セミナー、研修情報

htbp s : //www.planet.pref, kanagawa.jpiindex. html
レディオ湘南 恥PO caね」のコーナー内で紹介 トピックス、団体紹介等
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_:28531社
会貢献基金助成

_二3,041地域福祉を支援するわかば基金
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センター・プラザ主催イベント等のご案内

HPOに関する無料相談 ボランティアや NPO活動・助成金などについてご相談のある方は、当セン
ターまでお問しヽ合わせ<ださい。相談員 (大熊)が対応いたします。

対応日時 2/21、 2/28、 3/7、 3/14(本曜 17～21時 )、 2/16、 2/23、 3/2、 3/9(土曜 14～18時 )

3/16(土曜 12～16時) ※予定が変わる事があります。なるべ<事前予約をしてください。

平成 3:年度ロッカー利鶏鐵構罐難類まこつもヽて

平成 31年 4月 1口 (月 )か らのロッカー利用の申込書が今月のニューズレターに同封されています。

申込難 圏:ま 2尾 28日 ζ木 でゝす。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。

詳細は今月お届けする「ロッカー利用申込書」をご覧ください。

腑 章瘤議趙 饒卿① 法 人轟藝霰 (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)

内閣府 NPOポータルサイ ト・藤沢市 HP等 より抜粋

新 規 登 録 団 鸞民   2019年 2月 3日現在   ※詳細はセンターのHPをご覧ください。

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

〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢 1031小島ビル 2階

E―mail : f一 npOcOshOnanfujisawa.com

URL: http://npOcafe.f― npOn,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

2月より新年度の始まる団

体の方には、登録更新の書

類を同封いしました。

更新手続きの締め切りは

2019年 5月末日です。
ζ

議塵轟イベン訂趣 T■■|| 会場 1華華 1聰■
2/20、 3/6(」く)

14:○○へ′16:○○ 地域のコミュニティ連続講座

2020を機会にした地域での楽しみかた

村岡公民館
無料

関心のある方2/27、 3/13(2K)

14:○○へ′16:○○
御所見公民館

特定非営利選動法人 種まきネットワーク 代表者 :木村 由香
この法人は、地域福祉活動に従事する団体に対し、寄付金の募集支援事業及び広報活動に対する支援事業
を行い、地域福社の担い手の育成、こころ温まる地域福祉社会づくり及び地域福社の増進に寄与すること
を目的とする。

特定非営利通動法人 スマイルガーデン江の島 代表者 :平山 直美 縦覧期限 平成 31年 2月 15日

NPO法人 市民の図書館・ ふじさわ 代表者 :菊地 彰子 縦覧期限 平成 31年 2月 15日

NPO法人 里地里曲景観と農業の再生プロジェクト 代表者 :冨 田 改 縦覧期限 平成 31年 2月 24日

特定非営利活動法人 耳から聞く図書館

プレイパーク「もりとかぜ」
で世代間交流が図られ、子ども

◎「プレイパークもりとかぜ」の運営を通して、乳幼児から高齢者ま
たちの健全育成にも寄与すること

うさぎカンパニーラボ ◎子供や親子の居場所作り

湘南クリーンエイ ドフォーラム ◎地球規模で急速に進行するごみ問題に対し、「自然と調和した、健
全な社会を創造し、未来へ引き継ぐ」ことをヴィジョン (目 的)に掲げる。(抜粋)

1●●
=

.■
|



盪◎19年

発行l藤沢市市民活動推進センタ“―  〒251¨ Oo52率申奈川県藤沢市籐沢 1031小島罐ル 2階
筐‐ma‖ :f―npOC@ShOnanfujiSaWa.conl URL:httpl〃 npocafe.1-nponjp/Tel1 0466‐ 54-4510 Fax:0466‐ 54-4516

情報クリップ|ま、市民活動や NPOに興味のあな創こ向けて発行してしヽ議す。
この申国よ、藤沢地域に向けて活動してしヽみ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轟蕪情報
が掲載されてしヽます。                                     躙槽椰

口
野翻

市民活動に触れる一番のきっかけ|ま、興味のあるイベン鱒 講座、ボランティア筵参加してみる事です。  r.、  l圏壼躍 l≡i
ま
ず
は各記事に記載されてしヽる連絡先にお問合せの上、お気軽にご参加ください。          ィIF'悪発理躊

※当センターのサイトに|ま、菫|こ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しヽ。  
‐‐

聰』嗣

『

膏磯

イベレト

私は、鰊 1成、16歳から
ィメターン生。

NPOで半年間インターン活動をしたワカモノ14人・12団体で

成し遂げた成果を発表します | ぜひお越しください l

撥圏1時 :2月 16圏 (lL)14100～ 17100
驀会場 :藤沢商正会臨 ナパーク6階多目的ホール1

警入場料 l無料

瘍問合せ :認(N)藤沢市民活動推進機構
TEL:0486-53-7366/070-2193-4099(西 尾)

歴‐―MAILinpOipg@f― npon.ip HP「 ワカモノXインターン」で:検索

No.101040

凸諷饂蜀泄ケツと
蘊なつ蜀はが力澁崖

介護される方の意思を尊凱 ながら、介護する側にとつても

快適|こケアがで轍 う、考え方や技術を学びます。

醸圏時 :2月 20圏 (上 )14iOO～ 16:00
0会場 :藤沢市役所 新庁舎5β皆 会議室3
驀入場料 :無料 先斎2()名

◇講師 :梅林真紀厳 ユ鮭・サャーム側排)世ケア研究所 )

聰問合 t́よ :藤沢家事介護W,Ooえんじょい

丁EL10466-81-3442 「 AX:0466-82‐ 6975
饉―MAILlenioy1996@fukush卜 olt:b.net

1ヽo.101015

趙塵

活動をサポートする市民活動支援施設に触れながな ボラ
ンティア活動や団体活動に参加する方灘 学びます。

議会場/圏 時 :村岡公民館 2月 虚0圏 (水 )、 3月 6日 (水 )

御所見公民館 2月 27圏 (水 )、 3月 13日 (水 )

14:00～
‐
l⑮ :00(£国連続講座/別会場で内容|ま同じ)

警定員 l各20名 幸参加費 :無料

鰈問合せ :藤沢市市民活動プラザひつあい

TELi0466-31-0222
E一 MAIL if―n,oplaza(Oshonanfuiisawa.oom

No.1 100937

鰤⑩馘0を,MI:念i:こ鶴た
鰊鐵⑮瘍楽しらかな

講座
介議の仕事就翡応燒眈藤

介護 |ミ生かせるコミュニケーシ碧ン等の知識の確認や体に負
担のかかぶなしゆ 議技術を学ぶ講座です。
◇目1時 12月 16日 (土 )10100～ 15:00
◇会場 :藤沢商皿会館ミナパーク5階 304。 505会議室
0参加費 i無料(先着15名 )

◇講師 :竹 圃幸司氏(介護福祉士 `社会福祉士)

⑮問合せ :社会福祉法人 藤沢市社会福祉協議会 ふじさ
ねボランティアセンターー  TEL:0460-26-9863

No.100901

麒座

警衛織鱚大蝙
第287圃講座靱ご案内

テーマ「北方3島訪問記」 2017年 10月 26翻 ～31圏 の目
程で国後島、択提島、色丹島へ上陸。
◇風1時 :2月 17日 (国 )14100～ 10:00
◇会場 :善衛公民館ホール

◇講師 :黒川恵(さとし)氏 (アルバイ〕〃 アーサービス会長)

0参加費 :SOO円 (公員除く)

○問合せl善行雑学大学 宮圏擬夫
TttL:0466…82-0517

麟演会
禽次鶉機鑽隋鞣∫轟鸞じ亀≪

病気や事故などが原因で脳が傷:ついた時に起品る「高次脳
機能障害」.見えづらく、分かりづらいと言われ疲すが、その

特徴や対応を理解し、支援の充実輔 ませんか。

◇固時 :2月 23優 (上 )1靭 00受付 10:30～ 15:00
◇会場 i第一相澤ビル8階会議室 (藤沢市南藤沢盆2-7-1
01) ◇参加賛 :無料  金騨込締切 i2月 18鳳 (月 )

◇講師 :佐藤健太氏(神奈川リハビリテ…ウ翻〕ノ病饒 総合
相談室 高次脳機能障害相談支援助…ディネーター)

○問合せ :失語症会議カフェ 原圏勢津子
TEL/FAX:0466-28-471 0 TttL1090…⑮013¨ :3813

1青報 No.101010

※表記のない日付の年はすべて 2019年 (平成 31年 )です。  ※(N)′ よ鍵ρ◎法人の略です。

聰感



交流会

湘南海岸カン肝リー覇―ドを

持続可能な利用に関するルールFヵントリーコード」を学びな
がら「湘宵海岸の将来像 =持続可能な利用のカタチ」につい
て一緒に識し合つてみませんか。
◇圏時 :2月 23日 (止 )14100～ 16:Oo
◇会場 :フジサワ名店ば

｀
ル6階○ホール ◇参加費 :無料

◇話題提弊「小笠原諸島にお|する自然環境奉」用の自主
ルールとカントリーコード_1辻村千尋氏(公益財団法人 圃
本自然保護協会)◇定員 150名

の問合せ :課 (N)藤沢市民活動推進機構 担当 :須永
T[L1070-2193-4098/0466-53-7366
E― MA.IL:f― npoc@shonanfuiisawa.00m

卜IP「SAVE JAPA鶴 神奈川」で検索
1青報 No」 01046

考える交流悽

貶演会

「M知症∫墨はりで
「

大文夫」
を卜えよう

繭演「認知症鶴 ろうとなからうと人としてどう接するか」、イ1也
◇圏1時 :3月 2圏 (上)10i30～ 12i00
参会場 :鵠沼市民静 ター 本館1階ホ…ル
機麟師酵内門大文 (うちかどひろた|サ )氏 (湘南いな|よクリニ

ツク饒長/認知症。奪年精神朧学。在宅医療。ネ申経病理学専
伊日)

醸問合せ :鵠沼市民センター 地域担当 量橋。佐藤
TEL:0466-98-虚 O01
鍾―脚AIL if― kuge― kOolty.fuiisawa、 lg.ip

′
1肯幸展No.100943

麒演会

不豊校瘍謳状と瑾鱗
鑢域ま竜“だしヽ賊ょうが"のタネを譲己

畿圏時 :3角 9日 (上 )10100^′ 121oo
O会場 :艤沢商工会麟 ナパーク6階多露的ホール3
◇参力働費 :無料(要申込み)

◇講師 :西野1薄之氏((N)フリースペースたまりば理事長 )

◇対象 :藤沢市内在住、在学、在勤r′)方 80名
軸問合せ :社会福祉法人 藤沢市社会福祉協議会 ふじさ
おボル ティアセンター

丁匡L10460-26-9803  FAX:0466-⊇ 6-6978
情報 No 101004
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麟演・上映

鱗滅「麗数のなιヽ地球へ」と

な面上映「化学物質と健康」
SDOsもめざす持続可能な発展にむけ、ご一緒に第一歩を

踏み出しませんか?
◇目1時 :力 月24園 (圏 )13:00受 付 13:30～ 16:00
ゆ会場 :鎌倉劉POセンター2階会議室

◇参加費 :一般 11000円 、申高性500門、会員無料

◇定員:30名 (製 申込み)

0問合せ:(Nり腎ステックフ|プージャノ`レ
TEL:0467--53-7494
E一 MAIL:inlo@plasticfreciapan.org

側ol 4

上映会

プルーノ。グルー見ング支友会の世界規模の活動
畿園1時 13月 蜂目(月 )、 4月 3目 (水)10:00～ 16:00(3
部構成、2回の体額を含みます)

磯会場 :かながわ県民活動サポートセンター711号室
◇入場料 :無料

磯問合せ:プルーノ・グルー五ング交友会
1‐匿L:0465-49-3051
E― MAILibgf.yOk⑤ hanla@gmall.oo:γ l

tjRL:1lttpsi//bFt」 nO―～gFOening― rilm.Org

情報 No■ 00942

ドキ量ノンタlジー蜆爾
菫象 潰炒

イベント

囮爾竜―ツァルト愛好畿
儡電7電 圃例会

室内オケにようヴアイオツ 協奏曲とざアノ協奏曲など

曲演 :トーマス,フ正オド圏ズ Vn)、 平沢匡朗(Pf)

坂入健司郎鮨 揮 )、 チェンバーオーケストラ
″
Klang″

〈Φ圏時 i3月 24園 (国 )14:00´ ″ヽ

◇会場 :藤沢 lプラホール

◇入場料 14,000円 (当 国会員券)

薇間合せ ]湘南号…ツァルト愛好会
丁塁L:046-872-1963
URL:http1//www,shonanfuiisawa`oorΥ λ/mozart/

4青報 No.100264

※各記事の詳細情報については、主 f′隆団体にお問い合わせ ください。

イベ絣れ、鶉崖、NPO支援鶉蘊等、押饂藩議の活蜀鰊雉鉤を鯰鵞鸞くださ鏃ヽ
当センターに持込綸 ただいた情報 |ま、下記の方法崎情報発信。告知泰支援いたします。
なお、蠅 の持込み|よ、直接のご来館か、郵送..Fox、 E_一 mallぽで受け付けています。

率
`1青報ラックー・サラシなどを、最大3ヶ月館内|こ西醜築します。

華掲示板・…ポスターなどな 最大憔ヶ月館内|こ掲示します。
中情報クリップ・̈ 毎月10日 発行。原員I∫ 前月働25闘 到着までの1青報を掲載します。
*メールマガジレ ー月1国発行(不定期/2()18年 3月 現在 )

ホホ…ムページ:1承ば毎日更新.最新の′
1青報をし`ち早く掲載します。

※ 願いたII青報は掲載の都合上、編集することがあります。あるかじめご了承ください。


