今年も「市民活動センターまつり」（９月下旬開催予定）の実行委員を募集します！
実行委員会は毎月１回の定例会を行い、センターまつりの
企画から当日の運営まで行います。自団体のＰＲはもちろん
のこと、実行委員同士の交流も深まります。
志がある方は、実行委員会にぜひご参加ください。
参加希望の方、さらに詳しく知りたい方は、ひらつか市民活動
センターまでお問い合わせください。
昨 年 の 委 員 会 の 様 子

【第１回センターまつり実行委員会】
日時：４月１９日（水）１８：３０～２０：３０頃

場所：ひらつか市民活動センター 研修室

平成２９年度からひらつか市民活動センターの運営を NPO 法人と平塚市との協働事業で行います。
市民活動団体への支援力を高めていくために NPO 法人の持つ当事者性、専門性を運営に取り入れる
一方、10 数年かけて蓄積してきた公営のノウハウや経験をスムーズに引き継ぐために協働の手法を
取ることになりました。今後、どのような効果が期待できるのか、協働のパートナーとなる法人とともに
説明会を実施します。より良い活動センターの運営を目指して意見交換も行います。奮ってご参加下さい。
【日時】 ３月２３日（木） 18:30～20:00
【会場】 ひらつか市民活動センターB 会議室

【説明】 平塚市協働推進課職員 【申込み】 不要

【内容】 ①今後のひらつか市民活動センター協働運営について

②協働パートナーNPO 法人の紹介

「たすけ愛自販機」は飲み物を買うと、売上げの一部が平塚の市民活動のための寄附となる、社会貢献型自動販
売機です。この「たすけ愛自販機」の上記設置企業様の御協力により１９５，０４０円のご寄附をいただきました。寄
附金は、ひらつか市民活動ファンドを通じて市民活動団体支援に使われます。

日時：３月１８日（土）14：00～

場所：ひらつか市民活動センターＡＢ会議室

１１団体がプレゼンを行います。寄附金がどの様に使われるか知るチャンスです。ぜひご来場ください！

平成３０年度に実施する市民提案型協働事業の提案募集にあたり、説明会を開催します。
市と市民が協働する事で、市民活動団体単独では難しい大規模な事業や、行政だけでは実施できていない柔軟
な市民サービスの提供など、お互いの良いところを掛け合わせた相乗効果が期待できます。
地域の困りごとの解決に向け活動や事業を発展させるためにも、市との協働を検討してみましょう！
【日時】 ①４月１４日（金） 18:30～20:00 ②４月１５日（土） 14:00～15:30 ※①②とも同じ内容です。
【会場】 ひらつか市民活動センター会議室

【説明】 平塚市協働推進課職員 【申込み】 不要

【内容】 ①市民提案型協働事業の概要と提案方法

②ミニ講座「事例で学ぶ行政と協働するメリット」

募集期間決定
企業から提供を受けたリユースパソコンをクリーンアップして、市民活動団体へ寄贈する、
「かながわイーパーツリユース PC 寄贈プログラム」の平成２９年度の申請募集期間が決定しました。
団体専用のパソコンがあれば、会計処理や、活動記録の保存、名簿の管理など情報管理の徹底や、団体内の
情報共有がスムーズになります。寄贈するパソコンのスペックや台数などの詳細は４月１０日以降に、募集要項を
センター内配架し、センターホームページにも掲載しますので、ご確認ください。

大学生・高校生ボランティア受入れ団体大募集！
学生が市民活動で活躍するために、学生向け「ボランティア募集情報紙」を発行します。
そこで、団体が持つノウハウをしっかり学ぶ場を提供していただける団体を募集します。
期間限定ではなく一年通しての学生ボランティアの受入れにご協力ください。
団体会員のみなさまと学生との世代間交流から、学生は経験を積み、団体の方は学生
ならではの「ひらめき」や「瞬発力」を得ることができます。
ご協力いただける団体は３月１５日（水）までに、申込用紙に必要事項を記入の上、
センターまでご連絡ください。来所、FAX、E－ｍａｉｌいずれかの方法でお願いします。

市民活動宅配便 。。。
市民の皆様に「市民活動」と「ひらつか市民活動セン

を持っていただけた様子でした。また、地域団体の

ター」を知っていただく目的で「市民活動宅配便」がス

皆様も市民活動団体と同じように活動の担い手不

タートしました。１月２６日に田村地区町内福祉村（９

足で困っている現状が明

名参加）、２月１８日には四之宮地区団体連絡協議会

らかになりました。

（１８名参加）へ出向き説明する機会を頂戴しました。

「市民活動宅配便」は

ご参加下さった皆様からは「市民活動団体の活動の

市内どちらでも伺います。

資金源はどうなっているのか？」「共益と公益の違い

気軽にお声かけください。

は？」などの質問をいただき、市民活動について興味

パソコン相談会
パソコン相談会は偶数月の第３日曜日の午後に計６回開催。
タブレット体験会に参加した３名を加えて４１人参加。
ぱそかふぇは毎月第１・３月曜日の午後に計２１回開催。
３月の２回の開催を残して１２９名参加し、会員も順調に増え
４８名になりました。
ぱそかふぇ

「ＮＰＯ法人 ひらつかＩＴサポート」さんには、団体
や市民の方のＩＴスキル向上にご尽力いただき
ありがとうございました。
来年度も継続します！
日程につきましては、来月
号に掲載いたしますので、
お待ちください。

始まりは生徒への思い―

湘南さくら塾

「ボランティアや市民活動って、凄

生徒から「分からない所が分かっ

い善意に満ち溢れている方がやる

た」「成績が上がった」という言葉が

活動で、自分には無縁だと思ってい

とても嬉しいですが、いつか通って

ました。」と笑顔で話してくれた現役

いる生徒が「何かしてもらったら、自

の大学生である、代表の新倉さん。

発的に、してあげられる人になって
欲しい。それが良い街につながるの

今月は湘南さくら塾さんにお話を
聞きました。

多くの方に知ってほしい活動です。

では」という思いがあります。

開設したブログで生徒や先生を募
新倉さんが学習塾のアルバイトを 集。生徒さんから運営費用として月

「塾に行けないから勉強が出来な

している中で知った教育現場。学校 に１０００円の会費を貰い、毎週日

い」という事はありません。中高生に

の先生から教えてもらう事や自習の 曜日に中央公民館や市民活動セン

とって勉強は人生の分岐点でもある

ターで開校。７名の中高生が５名の

と言えます。勉強でついていけなく

みで進学を目指すことも難しい中、

学習意欲があるにも関わらず、家庭 先生から勉強を教わっています。
的事情などで、必要な科目の勉強・

勉強の際、先生と生徒の間で「教

季節講習を受けることが出来ない

えるだけでなく、一緒に考える」伴走

生徒を目の当たりにしました。そこ

的な勉強をしていきたいという思い

なることで、登校拒否や非行に走っ
てしまう可能性もあります。
まずは、お気軽に「湘南さくら塾」
にご相談してみてください。（な）

で、経済･家庭的事情で塾に満足に と、家族との関係が希薄になってい
通えない生徒に対して学習支援が

る生徒も居る事を考え、居場所の１

出来る場が必要だと思い、２０１６年 つとして「日曜日になれば、一緒に
４月に湘南さくら塾を立ち上げまし

考えてくれる人がいる」というコミュ

た。

ニティになるよう「生徒との伴走」を
大切に活動しています。

【湘南さくら塾 お問い合わせ先】

メール: ssc.jimu@gmail.com
HP:

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。
子どもの心を強くする３つのポイント
～今だからこそ、大切にしたいこと～

湘南ひらつかマジシャンズ
第１６回 発表会

親子で参加できる
ワークショップ＆講演会

［公益社団法人 スコーレ家庭教

［湘南ひらつかマジシャンズ］

［言語交流研究所 ヒッポファミリー

育振興協会 平塚地区委員会］

・日時： ３月１１日（土）１３時開演

クラブ］

・日時： ３月３日（金）１０時～１１時半

・場所： 平塚市中央公民館 １F

・日時： ３月１６日（木）１０時～１２時

・場所： ひらつか市民活動センター
・内容： お母さんも子どもも元気
になれる「心の育て方」

・内容： ワークショップ

大ホール
・内容： ワクワク・どきどきする楽

多言語も子育ても発見が楽しい
・日時： ３月２０日（月・祝）１０時～１２時

しいマジックショー

・講師： 山田 薫 氏 （スコーレ講師）

・特別出演： 藤山 大樹氏（手妻師）

・対象： 幼児～思春期を迎える

・入場料： 無料

多言語の環境で育つ豊かなコミ

・後援： 平塚市

ュニケーション力

お子さんの保護者
・定員： １０人（申込順、要予約）

（公財）平塚市まちづり財団

・受講料： ３００円

平塚市社会福祉協議会

・申込み・問合せ：
☎ 090-2740-4165 （細野）

・問合せ： 湘南ひらつかマジシャンズ
☎ 080-6689-4054 （福原）

・内容： 講演会

・場所： 両日とも、ひらつか市民活動
センター
・参加費： 無料
・後援： 平塚市教育委員会、
大磯町教育委員会
・問合せ： ヒッポファミリークラブ

セルフリンパマッサージ無料講習会

早春の大磯散策 ご案内！

［湘南リンパ四季の会］

［ＮＰＯ法人 大磯ガイドボランティ

・日時： ３月１６日（木）１０時半～１２時

ア協会］

・場所： ひらつか市民活動センター

・日時： ３月１８日（土）９時集合

第４回高校生のための防災研修

・内容： テーマ「人は見かけによる」

・集合場所： ふれあい広場

きみが「ありがとう」と言われるために！！

・参加費： 無料
（初回のみ資料代１００円）

（大磯駅前でご案内します）

☎ 0120-557-761

［ひらつか災害ボランティアネット

・内容： ”明治の群像シリーズ”

ワーク］

・定員： ４０名程度（先着順,申込不要）

～大磯に住んだ８人の宰相たち～

・日時： ３月２５日（土）１３時半～16時半

・持ち物： 手ぬぐいまたはバンダ

・定員： １５０名

・場所： ひらつか市民活動センター

・参加費： ５００円(保険代,資料代)

・内容：

ナ、飲み物など
・問合せ：
☎ 090-3518-2723（添田）
☎ 090-5997-2710（細井）

・締切り： ３月３日

身近な物で何が・・・できる？

・問合せ： ☎0463-79-5516（９時
～１７時 月～金、土日祭日除く）

大学生が行った被災地ボランテ

http://lymphsyonann.jimdo.com/

センター登録団体数（２月末現在）
登録団体総数
４７０団体
市民活動団体
３４０団体
一般団体
１３０団体
新規登録団体（２月中）
０団体
編集後記：体重の変動や血圧の変化。日頃から測
定しておくことで、何か不調がある時に分かる１つ
のバロメーターになります。何にでも基準になるも
のがあると良いですよね。団体にもそういう１つが
あると良いのかもしれませんね。（な）

ィア体験
・参加費： 無料
・後援： 平塚市社会福祉協議会
・問合せ：
☎ 090-9839-7001 （山中）

≪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/

