
（申込み順）

市民活動センターだより 新春特別号

今年も、市民活動団体のみなさまから、新春メッセージを
お寄せいただきました。

平成３０年、みなさまの活動がより発展しますように。

本年もよろしくお願いいたします。

人生１００年の時代、私達といっしょに生
き甲斐を見つけませんか。自分がいま、
できる事を、できる時に、できる方法で人
のお役に立つ会員同志の助け合い活動
を続けています。充実した人生、いきいき
した人生を共に。

ＮＰＯ法人ニッポン・アクティブライフ・クラブ
湘南ブロック

こぐまの会は、知的障がいをもつ本人と家
族を支える会です。本年もダンスサークル
「エアロ・デ・あい」等を通じて、出会い、つな
がりを大切に活動します。皆様にとって良き
一年となりますことをお祈り申し上げます。

ＮＰＯ法人こぐまの会

様々な立場におけるより良い人間関係を
つくる話し方のコツと人前であがらずに話
せる為のご指導を行っています。一人で
も多くの市民の方にお役立て出来ると幸
いです。皆様の更なるご活躍とご多幸を
お祈りします。

湘南話し方センター OB会

毎月第２月曜と最終水曜日に６名～２０名
ほどで作文、俳句、古典の朗読、折り紙、編
物等々盛り沢山のメニューで知的な遊びを
しています。「とても楽しかったワ」の声でス
タッフも７０歳代以上ですが頑張っています。

Ｏ.Ｋ.Ｋ(老いを考える会）

私たちは、今年もよい聴き手をめざします。

神奈川傾聴塾

今年で３３回を迎える公募の美術展は無
審査・無賞という形をとっています。絵画
を楽しむ人が多い昨今、発表の場として
挑戦して頂きたいと思います。２月には小
品展も開催します。奮ってのご参加をお
待ちしております。

湘南市民美術会

明けましておめでとうございます。今年も
協会スタッフ一丸となり平塚の見どころや
各種イベントの紹介を通じて平塚の魅力
発信に努めます。旧年同様皆様のご支援
ご協力を賜りますようよろしくお願い致し
ます。

明けましておめでとうございます。
ユーコープでは、安心安全な商品を提供す
ると共に皆さんの「知りたい！」「やってみた
い！」を応援し、くらしを楽しむイベントを開
催しています。

生活協同組合 ユーコープ西湘２ エリア会 一般社団法人平塚市観光協会



平塚のがん患者会「はまひるがお」です。
毎月第２土曜日２時半から湘南苑のお向
かいの平塚バプテスト教会で小じんまり
やっております。５月１９日(土)の午後、が
ん患者でスノーボーダーの若者が体験談
を話します。

はまひるがお

新年、明けましておめでとうございます。
昨年８月にＮＰＯ法人の登記が完了し、今
年は元年となります。今迄以上に更に飛躍
の年にすべく会員一丸となり頑張る所存で
す。ご支援ご指導の程、よろしくお願い致し
ます。

ＮＰＯ法人 平塚のら猫を減らす会

明けましておめでとうございます。本年も
壊われたおもちゃをたくさん修理して、子
どもたちに大いに喜んでもらいたいです。
どんどんおもちゃ持って来てください。おも
ちゃの病院ドクターくるりん一同 今年も
よろしく

おもちゃの病院ドクターくるりん

明けましておめでとうございます。本年も無
料相談会等を通じ、みなさまの問題や不安
の解決に、お役に立てる存在でありたいと
思います。たよれる街の法律家にお気軽に
お声掛けください。

神奈川県行政書士会 平塚支部

明けまして、おめでとうございます。障害が
あっても家に閉じこもらないよう、当会で実
施している催しは体に無理なく参加されて
楽しいことばかりです。外に出掛けることも
リハビリです。只今会員募集中です。

平塚市肢体障害者福祉協会

あけましておめでとうございます。悩みを
通して学び合う「まちの保健室」を月二回
開催しています。悩みの宿題をもって、お
気軽にご参加ください。本年も、皆さまの
お役に立つことができればと思います。

こころをつなぐ平塚

地球の木は少数民族や女性達のために
力を注ぎ、現地NGO等と共にその地の文
化、伝統を尊重し、住民の潜在能力を引
き出す支援をしています。１月３０日にネ
パールの女性達のこの２０年の歩みを報
告します。是非ご参加を！

ＮＰＯ法人 地球の木・平塚

平塚花のまちづくりの会は、駅南口噴水広
場で１０７本のバラとハーブなどを育ててい
ます。最近は「クロード・モネ」というバラを
追加。毎週水曜日９時からの作業にご一緒
しませんか。今年もバラ講座を１月３１日に
１回目開催。

平塚 花のまちづくりの会



寝ていても自分の意見を通す８６才の女
性。障がいが重くてもゆっくり成長していく
子達。みんな在宅で自分を主張し生活を
している。今年も訪問看護を通し応援をし
ていきます。みんなにとり今年も良い年に
な～れ!!

ＮＰＯ法人 ＫＯＫＯＲＯ

２年後の東京オリンピック時に平塚でキャン
プをするリトアニア選手団との市民交流に
通訳の手伝いが出来るよう増々英語力の
向上に励みます。又七夕時の外国人観光
客への日本文化伝授イベントを今年も一層
盛り上るよう頑張ります。

湘南ＥＳＳ

新年によせて。額に収まった平成の文字
をテレビの画面で初めて見てから、今年
で３０年を迎えました。平和に成ると書い
て平成。呼び名は変わっても、いつまでも
穏やかで平らかな世の中であります事を
願っております。

平塚市地域婦人団体連絡会

新年おめでとうございます。中央公民館で
始めた「うた声広場ほほえみの会」の活動も
６年目となりました。大きな声を出して歌う
事は喉を丈夫にする健康法であるとか。今
年も大勢のお客様と一緒に元気に楽しく健
康的な年に。

ほほえみの会

新年あけましておめでとうございます。たくさ
んの方のサポートのおかげで、今年も活動
が継続できます。ありがとうございます。一
緒に活動してくれているメンバーの皆さんに
も感謝です。今年も宜しくお願いします。

ペットキャップリサイクル湘南

花でコミュニケーションを活動理念とし、
人が主役のフラワーセラピー。今年は、和
をもって、いつも笑っていられたら何でも
いい方に運も向いていくと願いを込め
「笑」とし、笑顔でガンバッテいきたいと思
います！

ＮＰＯ法人 フラワーセラピー研究会

ＮＰＯ法人 湘南ダンベル体操協会は
“いつでもどこでも誰とでもできる体操”を
より多くの皆様にお伝えし、健康長寿のお
役にたてるよう、今年も活動してまいりま
す。

ＮＰＯ法人 湘南ダンベル体操協会

日頃健康に気を配られている皆さま、
ウォーキングの効果はご承知の通りです。
当協会は県の「未病改善で健康長寿」の協
力活動団体です。ウォーキングを取り入れ
健康でよい年となる様、行事に参加下さい。

ひらつかウォーキング協会

ひ ら つ か
市 民 活 動 セ ン タ ー



明けましておめでとうございます。
昨年１０月より発足した「しえんのまなび
舎」です。子どもの支援を学ぶため、講演
会、懇談会、学習会を企画します!!ご参加、
ご入会大歓迎。「しえんのまなび舎」ホー
ムページ必見!!

しえんのまなび舎
～子どもの支援のヒントを学ぶ会～

湘南NPOサポートセンターは、市民活動や
地域活動をしている方の運営に関するサ
ポートを行っています。平成２９年度からは
平塚市と協働で活動センターの運営に携
わっています。今年もよろしくお願いいたし
ます。

ＮＰＯ法人 湘南ＮＰＯサポートセンター

明けましておめでとうございます。歌で元
気を届けたい！とコンサート、各地イベン
トで歌っています。歌う事が好きな方、一
緒に歌いませんか？毎週火曜日青少年
会館で１９時より活動しています。♪お待
ちしています♪

ＪＯＹＦＵＬ

明けましておめでとうございます。視覚障が
い者のランニング・ウォーキングのサポート
を始めて２８年目に入ります。最近は健康
のためウォ―キングを中心とした健常者の
参加も増えています。お気軽にご参加下さ
い。

木曜ランナーズ

リンパで健康・ステキに変身！今年もいや
増して「健康・長寿」の活力の一つ「遠藤式
リンパ健康法」を、あなたとご家族のために
学び実践され、確かな手ごたえをつかんで
いただけることを願っています。

リンパトラスト協会

明けまして、おめでとうございます。本年
も、不登校やひきこもりに悩む方々へ各
種支援プログラムを提供してまいります
ので、宜しくお願い致します。１月から順
次、拡張相談会、講演会、説明&交流会
等を開催します！

ＮＰＯ法人 ぜんしん

ソロプチミストは女性と女児の生活向上を
支援してます。一般的知名度をあげ、資
金調達の為に今年は３月８日の「国際女
性デー」にキャンペーン、５月２６日チャリ
ティーコンサートを予定してます。よろしく
お願いします。

国際ソロプチミスト平塚

子どもの時に子どもしよう！子どもたちを野
に戻そう！ 今年のテーマはうなぎの棲む
川づくり。絶滅危惧種、ウナギの保護活動
を通して、野の体験を増やします。相模川を
丸ごと楽しむ企画が満載です。ご参加お待
ちします。

ＮＰＯ法人 暮らし･つながる森里川海



昨年の世相を表す漢字は「北」とか。明る
い出来事が少なかった一年でした。 私
達吹き矢同好会は、メンバーも徐々に増
え、今では二十人に。明るい未来を見据
えて思いっきり矢を吹いてみよう。仲間募
集中!!

日本吹き矢連盟 平塚支部

１０年後の社会を支える子どもたちに寄り添
い、才能を輝かせること、そして仕事を創造
できるサポートをセミナー等を通じて提供し
ていきます。まさにファーストステップの１年
をよろしくお願い致します。

First Step（ファーストステップ）

新年おめでとう！ＰＣに加えスマホの台頭。
Webサイトに加えSNSの台頭。市民や団
体の高齢化、活動センターの移転。当法
人の事務所移転等大変革期です。足元を
見直し、新事業を創設し今年も頑張りま
す。

ＮＰＯ法人 ひらつかＩＴサポート

今年も市民活動センターでセルフリンパ講
習会・ワンコインリンパ体験を実施。平塚湘
南にセルフリンパ法を広めます。今年度の
ワンコインリンパ収益は被災地の子どもた
ちの学習支援「とどろき学習塾」にお贈りし
ます。

湘南リンパ四季の会

新年好！Feliz Año Nuevo! 親子一緒に多
言語を楽しむ活動をしているヒッポファミ
リークラブです。今年も『話す』ことの本質を
考えながら多言語であそび、様々な人との
出会いを楽しみたいと思います♬

一般財団法人 言語交流研究所
ヒッポファミリークラブ

超高齢化社会に向かう今、主婦セラピス
ト７名で考案したいきいきリンパ健康法で
シルバー世代とそれを支える世代が共に
いきいき輝く平塚を目指します。４月から
市民活動センターで講習会を開催予定。
ぜひ参加下さい。

湘南いきいきリンパの会

明治以降の女たちの基本的人権獲得の
あゆみを学んでいます。３月１７日（土）午
後１時半から、当センターで、戦後から現
在に至る女の政治参加を検証する講演
会を開きます（講師は江刺昭子氏）。ぜひ
ご参加ください。

女性史に学ぶ会

新年あけましておめでとうございます。
当会では本年も、啓発活動「れいんまん広
め隊」や西部福祉会館福祉ショップの運営
など様々な活動を行ないます。４月２日の
世界自閉症啓発デーの周知にも力を入れ
ていきます。

平塚やまびこ会

ひ ら つ か
市 民 活 動 セ ン タ ー



明けましておめでとうございます。
皆さまが幸せな年となりますよう心よりお
祈り申し上げます。今年も一人ひとりの子
どもたちが健やかにのびやかに育つお手
伝いをしたいと思います。どうぞよろしくお
願いいたします。

親と子の寺子屋ふれあい自遊塾

新年あけましておめでとうございます。き
しゃポッポは障がいのある子もない子も共
に育ちあう場所です。２/１７（土）２/１８（日）
はきしゃポッポにおいて、きしゃポッポ美術
展を開催します。子ども達の作品を是非ご
覧ください。

ＮＰＯ法人 ワーカーズ・コレクティブ
きしゃポッポ

あけましておめでとうございます。昨年１２
月のくるりんまつりに初参加しました。ブー
スには７５名の方が来られごみの堆肥化の
実演等を熱心に見聞きして下さいました。う
れしい 今年も元気に活動してまいります。

明けましておめでとうございます。さまざ
まな人権を考えながら、日々活動してい
ます。平塚のあんな処、こんな処で生活
する野宿者を訪問しています。 あれ？と
一度でも感じたことのある方、是非、ご参
加下さい。

平塚パトロールごみを活かす会

市民の参加が少ない事に危機を抱いてい
ます。これからは少ない資源をいかに有効
に活かして生活を豊かにするかが問われて
います。人とつながる事が、最も豊かなる人
生を享受する事と実感しています。みんなと
繋がりましょう。

新年快樂！明けましておめでとうござい
ます。地元、平塚で日台友好・地域活性
を念頭に民間交流で日本と台湾の架け橋
を目指しています。市民の皆様も一緒に
楽しめる様な企画も考えていきますので
宜しくお願いします。

湘南日台未来交流協会相模川湘南地域協議会

今年は発会７年を迎えます。評伝集第２集
の発行を目指しています。これからも平塚
ゆかりの先人たちの足跡をたどり紹介して
まいります。こんな人がいるよといった情報
も大歓迎です。連絡先：７１-６４７１ ほしが

平塚人物史研究会

あけましておめでとうございます。今年も、
花水公民館のおはなし会で、お話の楽し
さをお伝えしたいと思います。ちいさいひ
と達と絵本、紙芝居の読み聞かせや手遊
びなどをして、楽しいひとときを過ごします。

あすなろお話し会

ひらつか市民活動センター

平塚市八重咲町３－３ＪＡビルかながわ２階
０４６３－２１－７５１７
FAX ０４６３－２２－３７０１
E-mail hira-sc@mb.scn-net.ne.jp
HP http://www.scn-net.ne.jp/~hira-sc/

皆さまとともに・・・

本年もどうぞ宜しくお願いいたします

《スタッフ一同》

成瀬 林田 大村 曽根山口武田吉田

大和田坂田小西


