その１．平塚の市民活動を広く市民の方々に理解していただくことを目的として、
その１．
「第１３回ひらつか市民活動センターまつり」を９月２４
９月２４日（日）１０：００～１５：３０に開催
（日）１０：００～１５：３０に開催が決定！！
もの

その２．
その２．第２回まつり実行委員会にて今年のキャッチコピーは「いい活動･･･きっと
「いい活動･･･きっとみ
･･･きっとみつかるよ
つかるよ!」に決定しました。
その３．
その３．皆様お待ちかね、今年のセンターまつりへ参加する
センターまつりへ参加する団体さんを
参加する団体さんを募集します
団体さんを募集します。
【募集団体数】ブース ５０団体
５０団体

パフォーマンス ６団体
【協力金】５００円
【 募集期間 】６月１日（木）～６月２０日（
（木）～６月２０日（火
６月２０日（火） （先着順です。）
先着順です。）
【 応募方法 】センターまつり参加団体募集のチラシ裏面の応募用紙に必要事項に明記の上、センター窓
口に直接ご提出いただくか、ＦＡＸもしくはメールに添付し、お申込みください。（電話、郵送受付は不可）
くれぐれも記入漏れがないようにお願いいたします。

協働運営スタート交流会「知って学んでつながろう！ もっと自由に
ひらつか市民活動センターは、平成 29 年 4 月から平塚市と NPO 法人湘南
NPO サポートセンターによる協働運営を開始しました。そこで、日頃ご利用い
ただく団体や利用者の皆さんに、市民活動センターの今後の運営や事業内
容についてお知らせしたいと思います。
当日は素敵なゲストをお招きし『市民活動ってやっぱり大事だよね！』
『市民活動ってやっぱり大事だよね！』という
『市民活動ってやっぱり大事だよね！』
ことを、皆さんと一緒に改めて考えていきたいと思います。ゲストは、長年勤
めた金融機関を辞めて釜石へ、釜援隊隊長として復興のまちづくりを実践し
ている二宮雄岳さん(ご自宅は平塚市）。その思いはいったいどこから来たの
でしょうか？市民主体のまちづくりを進めるための工夫や秘訣を伺います。

もっと豊かに」
皆さん来てね
皆さん来てね☆

日時：
日時：６月１８日（
１８日（日
日（日）
13：
13：30～
30～16：
16：00
［場所］ひらつ
場所］ひらつか
ひらつか市民活動センター
［定員］
定員］50 名
［参加費］
参加費］無料
＠カフェコーナー：実費

寄附者：
「スーパーD´ステーション平塚駅前店」様、
寄附者 「(株)一平不動産 廣木 正雄 代表取締役」様、
「市民病院売店組合 理事長 片倉 常夫」様、
「湘南リンパ四季の会」様、
「積水ハウス株式会社湘南支店 支店長 木下 雅浩」様
「市川商事(株) 代表取締役 市川 憲治」様、
「ひらつか市民活動センターまつり実行委員会」様
たすけ愛自販機設置企業：
「浜岳産業(株)」様、
たすけ愛自販機設置企業 「市民病院売店組合」様、「(株)横浜銀行 平塚支店」様、
「国府石油(株)」様、「(株)ミツウロコ」様、
「湘南倉庫運送(株)」様、「市川商事(株)」様
たすけ愛文庫（センター受付横）からの寄附：17
17 万 5,417 円 読み終わった本の寄附も募集中です！
たすけ愛文庫

平成２９年度組織マネジメント講座第１弾

お楽しみに！
お楽しみに！

｢みなさん、団体の魅力
みなさん、団体の魅力を
魅力を一言で
一言で伝えられますか？
伝えられますか？｣
イベントのチラシ、交流会での団体紹介、ＨＰやブログでの一言紹介な

・日時：７月２８日（
日時：７月２８日（金
：７月２８日（金）

ど、キャッチコピーはあらゆる広報で応用できます。また、発信の方法や対

１８：３０～
１８：３０～２１
：３０～２１：００
２１：００
象によって使い分けると効果も倍増。そんな団体の価値や魅力を伝えるキ
ャッチコピーの作り方講座を開催します。

・場所：
場所： ひらつか
ひらつか市民活動センター

講師は小さなＮＰＯを応援するデザイナーの林田全弘氏。わかりやすい
・定員：
定員： ３０名
説明でキャッチコピーのコツを教えてくださいます。
・参加費：
参加費： ５００円
みなさん、ぜひ講座に参加して素敵なキャッチコピーを作りましょう！

神奈川の市民活動団体だけのお得なプログラム
【寄贈台数】 ノートパソコン 55 台（負担金１台 4,450 円～6,980 円）
【応募方法】 申請書、添付書類を６月３０日までにセンターへ持参又は郵送。
【審査決定】 寄贈の決定は厳正な審査により決定します。

詳しくは、ホー
ムページの応
募要項を見て
ね！

【寄 贈 式】 ８月２６日（土） 会場：茅ヶ崎市役所 ※寄贈決定団体は出席必須
このプログラムは、市民活動団体の情報化支援を目的に、企業から提供を受けたリユースパソコンを、クリーアッ
プして寄贈するプログラムです。認定 NPO 法人イーパーツと１０の中間支援組織が協働で実施しています。

協働事業終了後も事業を継続！
高い評価を受け、次のステージへ
高浜高校１年生２３９名を対象に「ボランティア講

平成 28 年度提案型協働事業報告会

座」を実施しました。センターについての説明やボ
平成２８年度に実施した提案型協働事業３事業の
ランティアの基礎知識、守るべきルールの他、本年
報告会が５月２０日（土）に開催されました。
度よりスタートした「学生向けボランティア募集情報
審査委員から、「３事業とも団体と行政のチーム
紙」を使っての市民活動団体についての説明に学
ワークが素晴らしい」とコメントされるほど、協働の
生の皆さんは真剣な眼差しで聞き入っていました。
相乗効果を活かした事業成果を報告しました。
参加した学生の皆さんからは「これからボランティ
行政と協働することで、
アをして人と接していこうと思った」「高校生になると
「会場確保」「事業周知」
出来る活動が増えるので、色々なボランティアをや
「新たなニーズへの対応」
っていきたい」「どうやって
など色々なメリットがある
始めたらいいのかが分か
と３事業の報告からも感
ったので、時間のある時
じられました。３年目の２事業は協働事業終了後も
にやってみたいと思った」
事業継続が決定。報告書は、市ホームページで公
等の感想を寄せてもらい
開しています。
ました。

新規登録団体紹介

◆◆◆◆友和会
【【【【
保健、、、、医療又はははは福祉のののの増進】】】】

聴覚障害者の会員相互親睦を深め、情報交換し、

生活向上を目的とする。

･
【【【【
保健、、、、医療又はははは福祉のののの増進】】】】

締切日：
締切日：平成２９
平成２９年
２９年６月３０日
３０日（金）

◆つるかめ社中

変更が無い
変更が無い場合
が無い場合も、
場合も、ご連絡
も、ご連絡ください
ご連絡ください（電話連絡
ください（電話連絡可
（電話連絡可）

知的障がい児 者が民謡踊りを楽しむ活動を通じ

登録内容の変更の有無をご連絡ください。

て、地域に根ざした、充実した生活を送ることを

来所、ＦＡＸ、Ｅ－ｍａｉｌ、郵送のいずれかで、

目的とする。

録内容を確認いただき、

◆◆◆◆湘南をををを元気にするリンパのののの会会会会

センターだよりに同封しているファイルで、現在の登

【【【【
保健、、、、医療又はははは福祉のののの増進】】】】

ています。６月はファイル情報の更新を行います。

超高齢化社会に向かう今、高齢世代・
それを支え

センターでは「市民活動団体情報ファイル」を作成し

る若い世代の方々と共に、元気で健康な平塚・
湘

南を目指す。

皆様の活動を幅広く市民の方にお知らせするため、

必見！その方法で大丈夫？個人情報をしっかり管理しましょう！
個人情報保護法改正 市民活動団体にも適用！
市民活動団体も対象です！
個人情報保護法が改正され、平成 29 年 5 月 30 日に

個人情報の安全な管理とは
保有する個人情報を失くしたり、漏えいしたり、盗まれ

施行されました。これまでの 5,000 件要件（※１）が撤廃 たりしないために、適切な管理が必要です。以下の４つ
され、非営利団体を含むほとんどの事業者が個人情報 の側面での安全管理措置を実施しましょう。
取扱事業者として法の適用を受けることとなりました。
会員名簿や事業参加者名簿なども個人情報ですの
で、個人情報の取扱いについて、必ず見直しましょう。
※１ 5,000 件以上の個人情報を取り扱う事業者のみに
適用することとしていた要件が撤廃されました。
これだけはやっておこう！個人情報守るべきルール
（1） 個人情報を取得するときは、目的を特定し、本人
に伝える。
（２） 取得時の目的の範囲で利用する。

①組織的安全管理
団体内で個人情報のルールを作り、徹底する
②人的安全管理
会員の教育研修を実施する
③物理的安全管理
書類、パソコンなどの持ち出し制限などの管理
④技術的安全管理
パソコンのウイルス対策、ソフトウエアの更新、パスワ
ード設定管理、データのバックアップなど

（３） 個人情報を守るための安全管理を徹底する。
（４） 本人の同意なく第三者に提供しない。

団体専用パソコンで管理を徹底！
個人のパソコンで個人情報を管理するのは危険を伴

（５） 本人から請求のあった場合、開示や訂正をする。 います。また、個人の過失で情報が漏えいしても、団体
として管理を徹底していなければ、団体の責任を問わ
個人情報保委員会ウェブサイト
れることもあります。
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/
個人情報の安全管理の第 1 歩として、団体専用のパ
経済産業省 ウェブサイト
ソコンを持ってしっかり管理してはいかがでしょうか？
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/pr
リユースパソコンの申請は６月末までです！（２面参
ivacy/downloadfiles/01kaiseikojinjohopa
照）
mphlet.pdf

（あら）

市民活動団体の情報コーナー
イベント・講座・団体支援情報など、みなさまの情報をお寄せください！
センターではメールマガジン・ホームページ・掲示などにより、いただいた情報を発信・告知いたします。
掲載希望の方は直接のご来館、郵送、FAX、Ｅ-mail にて受け付けています。

「日本と再生」
「日本と再生」
光と風のギガワット作戦
風のギガワット作戦
光と

団体説明会・
団体説明会・ボランティア募集の
ボランティア募集の
交流会

第八回「
八回「糸の会」朗読会
～平和への祈り～

［みんなでつくる平塚］
・日時： ６月２４日（土）
１回目１０時半～１２時１０分
２回目１３時半～１５時１０分
・場所： ひらつか市民活動センター
・内容： 原発でも化石燃料でもない
自然エネルギーの大いなる世界
よくよく見れば日本は資源大国！
・上映協力金： ５００円
（前売り各回８０名）
・問合せ： 事務所
☎ 0463-59-6601

［ＮＰＯ法人 ぜんしん］
・日時： ６月２５日（日）１３時～１７時
・場所： ひらつか市民活動センター
・内容： （第１部）支援活動を知
る為の説明 （第２部）ボランテ
ィアへの参加方法等を見つけら
れる交流会
・参加費： 無料
・定員： ３０名
・問合せ： 柳川
☎ 0463-23-1177
✉ ryoz@lifestyle-cps.sakura.ne.jp

［朗読「糸の会」］
・日時： ６月３０日（金）１時半開演
・場所： 平塚市美術館ミュージア
ムホール
・内容： （第一部）朗読
福島-その後 エッセイと詩
（第二部）トークと音楽
・構成・演出： 加藤 敬子氏
（「語りと語り」の会 主宰）
・参加費： 無料
・定員： １５０名（未就学児不可）
・問合せ：
☎ 0463-34-3865 （染谷）

セルフリンパ無料講習会
セルフリンパ無料講習会
手から始め
手から始める
始める脳活！～
活！～手・足～

第１００回
第１００回ピースフォーラム
学習会

［湘南リンパ四季の会］
・日時： ７月１３日（木）１０時半～１２時
・場所： ひらつか市民活動センター
・参加費： 無料（申込み不要）
・持ち物： 手ぬぐい or バンダナ
・その他： 手・足・首が出せる服装
・問合せ： 湘南リンパ四季の会
☎ 090-3518-2723 （添田）
☎ 090-5997-2710 （細井）

［ピースフォーラム湘南］
・日時： ６月１１日（日）１３時半～１６時半
・場所： ひらつか市民活動センター
・内容： 市民と市民運動
市民と「政治・文化」・「経済・科学」
（前半）学習会 （後半）フリートーク
・参加費： 無料
・問合せ： ピースフォーラム湘南
☎ 0463-31-6299 （西岡）

センター登録団体数（５月末現在）
登録団体総数
４７７団体
市民活動団体
３４４団体
一般団体
１３３団体
新規登録団体（５月中）
３団体
編集後記：５月の総会シーズンも終了。センターで
も、４月から協働運営がスタートしバタバタと駆け
抜けた２ヶ月でした。ちょっと一息ついて、センター
の交流会で楽しくお話ししませんか？６月１８日お
待ちしております。 （あら）

Ｗｅｂ文章が魅力的になる
Ｗｅｂ文章が魅力的になる
木になる基本の
になる基本のき
基本のき
［NPO 法人 湘南 NPO サポート
センター］
・日時： ６月２日、１６日、３０日
毎回金曜日１８時半～２０時半
・場所： ひらつか市民活動センター
・内容： 取材の組み立て方、文
章の書き方などを学び、Ｗｅｂ
に載せるまでの流れを講師とと
もに実践する。
・講師： 北原 まどか氏
森ノオト編集長
・受講料： 千円×３回
・問合せ： 湘南NPOサポートセンター
☎ 070-662-2455 （大和田、氏家）

≪編集・発行≫ ひらつか市民活動センター
（開館時間 9:00～22:00 年末年始を除く）
〒２５４－０８１１
神奈川県平塚市八重咲町３－３ＪＡビルかながわ２階
ＴＥＬ ０４６３－２１－７５１７
ＦＡＸ ０４６３－２２－３７０１
メール✉ hira-sc@mb.scn-net.ne.jp
ＵＲＬ http://www.scn-net.ne.jp/~hira-sc/

