今年は４９の市民活動団体が参加。いい活動…きっと見つかるおまつりへ！
体験ブースやパフォーマンス、バザー、模擬店、喫茶に展示など今年も盛りだくさんです!!
今年もやりますスタンプラリー♪ 色々な団体を回って平塚の市民活動を楽しく知れますよ。
小学生以下のお子さまにはスーパーボールすくい、そして新しく輪投げのブースも開設。
利用している皆様も、初めての方もこの機会に市民活動センターへ、ぜひお越しください!
第１３回ひらつか市民活動センターまつりのポスターが完成しました!!
センターまつり実行委員会で話し合いが行われ、ポスターデザインが決定しました。
今後、市内、近隣地域など様々な場所に掲示配架をお願いしていきます。
皆様もぜひ、色々な方へ周知をしていただけますと幸いです。ご協力お願いします。

まつり参加団体全体説明会

９月２日(土) 18:00~20:00

会場：ひらつか市民活動センターAB 会議室

第１３回市民活動センターまつりへ参加申込みをした団体を対象に、前日の準備、当日のスケジュール、
会場レイアウト・各種注意事項などの説明をします。必ずご出席ください。（内容は別紙参照）
また、全体説明会当日に協力金 500 円を集めますので、ご用意ください。
(屋外にて消火器をレンタル予定の団体は台数分のレンタル料もご用意ください。1 つ 500 円です。)

無料ホームページサービス Jimdo を利用しての講座です。無料ホームページを持ちたい方。
難しくて途中で挫折した方。ホームページをリニューアルしたい方。是非、ご参加ください。
【日時】入門コース： ９月９日（土）

ステップアップコース： ９月１６日（土）

両日とも１３：３０～１６：３０
【内容】

HP 未経験の方も
大丈夫！

入門コース： 市民活動向けイメージホームページを作成。
Jimdo の説明と登録、HP の構造とコンテンツ編集、ページ作成等。
ステップアップコース： 入門コースで作成した HP を引き続き完成させ、やがて必要になる制作の技を紹介。
※すでに HP をお持ちの方にはご希望に応じてアドバイスをします。

平成２９年度市民活動支援パソコン講習
会

今後も、変更等がありましたらその都度、申込書をご提出ください。なお、団体名を変更する場合は、

変更した定款もあわせてご提出ください。ご理解とご協力をお願いいたします。

ひらつか市民活動センターでは、ＮＰＯや市民活動を一緒に盛り
上げてくれる方を募集します。地域の役に立ちたい、仕事以外の
つながりが地域に欲しい、自分の経験や知識を活かしてみたい。
そんなアナタをお待ちしています。

NPO や地域活動を一緒に盛り上げましょう

チームメンバー募集
チームに参加すると・・・
市内で活躍している NPO を知る
ことができる！

取材・編集の力が身につく！

１.取材レポーターチーム
5～10 名程

市内で活動する NPO・
市民活動団体を取材し
てくださる方。

３.市民活動センター
HP 企画制作チーム
3～5 名程

自分の活動に活かすことができる！

センターのＨＰづくりに
関わってみたい方、NPO
に関心のある方。

説明会に行ってみよう！

9/3(日） 9/6(水）
10：30～
12：00

18：30～
20：00

★高校生・大学生大歓迎！

２.市民活動
情報紙作成チーム
5～7 名程

センター発行の情報紙
づくりに関わってみたい
方。編集経験者、カメ
ラマン大歓迎！

興味・関心のある方はぜひ説明会にお越しください！

◇会場
◇対象

ひらつか市民活動センター 研修室
NPO に興味がある方、取材・編集に関心のある方、
WEB 制作経験者など
◇問合せ・申込
活動センターに電話・メール・FAX にて
お申込みください。 担当：坂田・大和田・小西

※同じ内容で行いますので、ご都合のよい日にご出席ください。

をボランティア魂でふっ飛ばそう！
市民活動団体２２団体の協力のもと、ユースボランティア夏のボランティア
体験がスタートしました。７月１６日のオリエンテーションには約 40 名の青少
年が集まり会場も若いパワーで活気づきました。参加者の中には時間をかけ
て熟慮しながら体験先を決める人や、１９日間も活動体験することにした人も
いました。現在、中学生１７名高校生２９名大学生６名社会人１名の計５３名
の申込みがあり、活動をスタートしています。
一時期中学生の参加が激減したことで、学生のボランティアに対する意欲
が低下したのではという意見もありましたが、意欲の高い学生のみなさんが
多く存在することが今回のオリエンテーションで証明されたようです。街なか
で頑張る学生ボランティアにぜひ、激励のお声掛けお願いします。

引き続き･･･参加者募集中です
ユースボランティアでは夏のボランティア体験をする青少年を引き続き募集中です。子育て支援、河川の環境保
全、スポーツ支援などの分野で活動体験をすることができます。オリエンテーションは個別に実施します。希望す
る方はセンター宛て電話またはメールで氏名、学校名、学年、電話番号および都合のよい日程を連絡してくださ
い。夏ボラ体験、まだまだ間に合いますよ！

九州北部での豪雨で大きな被害が発生しました。被災された皆様にはお見舞い申し上げます。
そんな中、九州北部豪雨でも多くのボランティアが災害援助に参加しています。被災地支援の事業を企画
する時に注意が必要なのが、「旅行業法」です。
旅行業法では、旅行業の登録をしていない団体等が、不特定の方を対象としたツアー等を企画し、参加者
の募集、参加費用の徴収を行うことを禁止しています。ボランティアバスや、広く参加者を集めるツアーを企
画する場合は、旅行業法に注意し、旅行業法の登録のある業者に、参加者募集、費用徴収を委託するなどし
ましょう。
参加者募集

参加費（移動・宿泊）の徴収

旅行業法の登録

あり

必要

なし

不要

あり

不要

なし

不要

一般から募集
団体内部で募集

子ども学習支援グループ

須 賀 の 寺 子 屋
▲中学校の会場の様子

子ども学習支援グループ須賀の寺子屋（以下「須賀

中 学生は、共催している平塚市立太洋中学校の体

の寺子屋」）は、学習の楽しさを知り、将来犯罪や非行

育館２階会議室を会場に、１９時から２０時３０分の９０

に 陥ることのない青少 年の育成を 行うことを 目的に

分間実施しています。この活動が始まって 10 か月近く

2016 年 12 月に設立されました。

が経ち、学びの機会を得ている中学生の姿には、学ぼう

現

という意欲が見て取れます。また、「自分で考えてもわか
在の会員は、学習支援員２３名、見守り支援員が

らないことを聞ける」という中学生の言葉は、須賀の寺

７名で、定年退職をされた方や、元教員や元塾講師、平

子屋のみなさんと信頼関係が築かれている証だと思い

塚地区 BBS 会の大学生など年代も幅広く、活動してい

ました。

ます。対象は小・中学生で、月 2 回実施し、学習支援を
受けている小学生は４人、中学生が２２人です。

須 賀の寺子屋ではまだまだ学習支援員が足りませ

小 学生は、先生と一対一で宿題などに取り組みま

ん。現在は、２、３人の中学生に対して一人の学習支援

す。学習にあきてしまうと、スタッフが声を掛け、「頑張っ

したいという熱い想いがあります。ある学習支援員は、

ているねえ」「自分で決めたんだからやろう」「できている

学びを伝える大切な役割であることを自覚し、自ら事前

じゃない」と、再び学ぶ姿勢に戻れるように、やさしく、時

に学びをして、活動に備えているそうです。

にはしっかりとした口調で子どもたちを促します。ある小

員が学習のサポートをしていますが、一対一でサポート

学生は、数十分しか続かなかった学習が、自分で決め

環 境により勉強が苦手な子どもたちに、学びのきっ

た 45 分間を継続できるようになりました。保護者と連れ

かけをつくり、毎日楽しく学校で学べることにつながるよ

だって来ていた小学生は、今では自分の足で会場に訪

う、須賀の寺子屋のみなさんは子どもたちの未来のため

れています。子どもたちの姿勢に目に見える変化が表

に活動しています。 （マ）

れています。

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。
傾聴ボランティア養成講座 受講生募集
［神奈川傾聴塾］
・日時： ９月３日～１０月１５日 ９時半～１６時
毎週日曜日（９月２４日は休み） 全６回
・場所： 特別養護老人ホーム潤生園 小田原市穴部
・内容： 人の想いに耳を傾け良い聴き手になるため
の養成講座。
・受講費： １２，４８４円（テキスト代２，４８４円含）
・締切り： ８月６日（日）
・問合せ： 神奈川傾聴塾
☎ 090-2941-4844 （市川）

夏休み親子体験教室
[公益社団法人 スコーレ家庭教育振興協会
湘南地区実行委員会］
・日時： ８月１８日（金）１０時～１２時
・場所： ひらつか市民活動センター A 会議室
・内容： 古切手、ベルマーク、
インクカートリッジの整理
・募集： 幼稚園、小学生の親子１０組
・問合せ： ☎ 090-2740-4165（細野）

平和の紙芝居の上演会
［心をつなぐ紙芝居の会］
・日時： ８月１８日(金)１４時～１６時
１３時半から受付
・場所： 中央図書館３階ホール
・内容： 平和の本の展示会に合わせての紙芝居上演会。
「心をつなぐ紙芝居の会」のメンバーが演じます。
予定演目「あおよ、かえってこい」「平和のちかい」
「かわいそうなぞう」「原爆の子 さだ子の願い」ほか
・入場料： 無料
・問合せ： ☎ 0463-33-8468（佐藤）

照ヶ崎アオバト観察会
［こまたん］
・日時： ８月２７日（日） ９月２４日（日）雨天中止
６時～９時 上記時間内でご都合のよい時間
（１５分ほど浜のゴミ拾いをした後開始）
・場所： 大磯町・照ヶ崎海岸
・内容： NHK－TV「ダーウィンが来た」で紹介された
アオバトを日本最大の集団飛来地「大磯・照ヶ崎海
岸」で観察しよう！！
・参加費： 無料
・持ち物： 帽子と水分

新規登録団体紹介
■Ｗ.Ｏ.Ｆオールスターズ
センター登録団体数（７月末現在）
登録団体総数
４８１団体
市民活動団体
３４０団体
一般団体
１４１団体
新規登録団体（７月中）
１団体
編集後記：毎日暑いですね。来館する皆さんが最
初に見る顔が窓口スタッフなら最初の一声は、爽
やかにお声掛けしたいと思って挨拶をしています。
みなさんの元気なお顔が、私の元気の源です。こ
の暑い夏を一緒に元気に乗り切りましょう（マ）。

【子どもの健全育成】

地域に生涯スポーツ振興、生涯学習振興寄与
することを目的とする。

