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センター登録団体数（2018年10月30日現在）
登録団体数：470団体
（内訳　市民活動団体…350団体、　一般団体…120団体）
　　　

編集後記

平塚市情報

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）

センターのマスコット
　たすけくん

センター情報
●団体活動にお役立てください！
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ひらつか市民活動センター

　認知症とともによりよく生きることを実践する工夫をまとめた旅のことばカードを使って
認知症について話してみませんか？
　　日時●1月16日（水）１８：３０～２０：３０　　定員●２０名
　　参加費●５００円（資料代・お茶代）　　ゲスト●三枝美和子さん　きらめき認知症シスター・社会福祉士

　若者たちの自由なまちづくり活動を聴きディスカッションします。
若者の活動を応援したい方、ぜひご参加ください！
　　日時●12月12日（水）１９：００～２１：００　  定員●２０名
　　参加費●３００円（資料代・お茶代）　学生は無料　ゲスト●２０代の若者たち

１２月のコミュ☆カフェ「若者まちづくりミーティング」

１月のコミュ☆カフェ「旅のことばカードを使って認知症について話そう」

NPOの会計・税金の個別無料相談会

2018年（平成30年）11月（No.5）

団体
レポート

ひらつか市民活動センターは、さまざまな分野の市民活動団体やボランティアなどで活動されて
いる人たちや、これから活動しようとしている人たちを応援します。

センター情報

　この基金は、市民活動団体や地域団体、事業者など
のまちづくりの担い手を育成し、相互の交流と連携を
促進することで、協働のまちづくりを推進するため
設置されました。
　設置当初に市が2,000万円を積立て、毎年200万円
を目標に寄附を集めて、市民活動団体等への補助金や、
企業等の社会貢献活動を啓発する講座、市民活動団体
や事業者など多様な主体の交流会、公益的活動の事例
表彰などに活用する予定です。
　ぜひ、基金への寄附をお願いいたします。

特定非営利活動法人
ワーカーズ・コレクティブ『きしゃポッポ』　
特定非営利活動法人
ワーカーズ・コレクティブ『きしゃポッポ』　

平成３０年９月
「平塚市協働のまちづくり基金」が誕生！

●年末年始センターのご利用について

　　　１２月・１月のコミュ☆カフェ＆１月の市民活動応援講座をご案内します。

　団体の会計担当者さん、代表者さん、会計や税金のことで困っていることありませんか？
税理士が個別に相談に応じます。
　　日時●１月2５日（金）18：30～20：０0　　定員●４団体　　参加費●無料
　　税理士●小原勝己氏　徳永宣明氏

第２回 NPOと企業とのパートナーシップミーティング
　NPOと企業それぞれの強みを活かして、一緒に社会貢献に取り組むパートナーを見つけませんか？
　　日時●1月30日（水）19：00～21：00　　定員●25名　　参加費●無料
　　対象●市民活動団体、企業、大学、NPOと企業の連携・協働を進めたい方
　　内容●３つのパートナーシップ事例の紹介、参加者同士の交流と情報交換

◉平成３１年度補助金の説明会を開催します
　平成３０年度で終了する市民活動ファンドに代わり、
基金を活用した市民活動推進補助金による補助を実施
します。平成３１年度の補助に関する説明会を開催し
ます。ぜひ、ご参加ください。
日時●１月１１日（金）　①１４時～　②１９時～
　　　１月１２日（土）　①１４時～
　　　各２時間を予定。内容は全て同じです。
会場●市民活動センター会議室
【問い合わせ先】平塚市協働推進課　☎21-7534

　今年も盛大にセンターまつりが開催されました。たくさんの方々が来場され、市民活動団体の活動を知って
いただくことが出来ました。実行委員長をはじめ、委員の皆様、半年間ご協力ありがとうございました ！（大村）

　１２月２８日（金）は清掃・点検のため、会議室は１２：３０まで、ミーティングスペース・作業
スペース・情報コーナーは１７：００までの御利用となります。
また、平成３１年４月２日（火）及び４月３日（水）の会議室予約は、平成３０年１２月２８日（金）
から受付けます。
※平成３１年３月２２日（金）～４月１日（月）の会議室予約は、センター移転に伴い、予約を停止
しますのでご注意ください。



　団体
レポート

子どもたちの感性を育てたい

きしゃポッポの活動を通じて伝えたいこと。

スタッフの成長に期待

撮影協力：「湘南フォトファミリー」中戸川幸雄さん、山鼻健二さん、岡野俊郎さん

　地域で安心して子育てができるように、障がいのある
子もない子も一緒に過ごして共に遊び、共に学び、共に
笑いながら成長していく子育ち支援を目的に、2002 年
ワーカーズ・コレクティブきしゃポッポを設立しました。
主な事業は、放課後等デイサービス（にじいろクラブ
きしゃポッポ）、私設保育施設（保育室きしゃポッポ）、
相談事業、親子サロン（リトミック・絵本とふれあい
遊び）です。現在は18名のスタッフが、35 名の子ども
たちが楽しめるようにとアットホームな雰囲気で運営
しています。
　近年特に力を入れているのがアート制作です。子ど
もたち一人ひとりが持っているいきいきとした感性を
もとに、さまざまな手法や素材を用いてのびのびと表
現することで、子どもたちの自信と成長につながって
いるそうです。

　取材に伺った日は、ちょうど子どもたちがきしゃポッ
ポに集まってくる時間でした。子どもたちをあたたか
い笑顔で迎える、代表の市川さんにお話を伺いました。
「今の子どもたちは自分に自信を持てないことが多く、
誰かと比べることなく達成感を味わえるようにと体験
学習に力を入れています。道具を準備する、自分でおや
つを用意する、作り方を知るなど自分のことは自分で
できるようになる、その一つひとつが自信へと繋がっ
ていきます。
　現在取り組んでいるアート制作ですが、子どもたちに
提供するには、スタッフもスキルアップが必要とアート
教室へ通っています。また、それとは別にスタッフを
対象に、月１回の勉強会も開催しています。かつての
保護者でもある臨床心理士さんから支援の方法を学ん
でいるのですが、よい学びの場になっています。」

　「きしゃポッポを利用する子どもたちの抱える課題は
様々です。世の中には、個性を持った子どもたちが沢山
いることを知ってほしいです。今は日常の対応で精一杯
ですが、力をつけていくスタッフが増え、子どもたちの
活躍できる場が増えてくれたら嬉しいです。
　心配しているのは、非常時の対応です。いざという時
のために避難訓練を実施していますが、状況を受けとめ
られない子も多いんです。そんな時は、周りの状況を説
明するよりも、今どのような行動をすべきかを子ども
たちに簡潔に伝わる方法で教えてあげてください。
『危ない』という抽象的な言葉ではなく、『止まります』
や『しゃがみます』というような具体的な声掛けをして
いただけると有り難いです。」と市川さんは話します。

2018年（平成30年）11月（No.5） 2018年（平成30年）11月（No.5）

開催報告２ 夏のユースボランティア２０１８　

特定非営利活動法人 
ワーカーズ・コレクティブ 『きしゃポッポ』　
安心して子育てができ、子どもたちがいきいきと育つことが出来る地域へ。
「きしゃポッポ」の名前には、個性豊かな子どもたちがのびのびと過せる場所を提供し、
色々な居場所と連結していけるようにとの期待が込められています。

◉『第4回きしゃポッポ美術展』のお知らせ
期日●2019年2月7日（木）～12日（火）
　　　10：00～17：30（12日の最終日は15：00まで）
場所●市民プラザ（平塚市紅谷町18-8）
お問合せ●0463-36-3571

7月2１日（土）から8月２６日（日）までの間に中学生29名、高校生31名、大学生4名の計64名　
が参加し、様々な分野のボランティア活動を体験しました。
たくさんの青少年を受入れていただいた27の市民活動団体の皆さん、ありがとうございました！

　個性豊かな子どもたちが自由な発想で織りなすアー
トの世界は下記日程で開催されます。
是非、皆さんで足を運んでみてはいかがでしょうか?

開催報告１

お天気に恵まれ、約１，８００名の方にご来場いただきました。各団体のみなさんは日頃の活動を
真剣かつ趣向を凝らしてPRし、来場者のみなさんと新しい発見や出会いがあったようです。
今年のテーマ「笑顔の数だけ人はつながる！」にふさわしくたくさんの笑顔があふれ、つながり
の広がりを感じることができた一日になりました。

　●９月２３日(日）●
　第１４回ひらつか市民活動センターまつり

見附台広場の北側に事業所があります

等身大の型を作り、自分の身体を知り表現する作品を制作中

優しい笑顔が魅力のスタッフの皆さん

①7月15日オリエンテーションの様子
②除草と花植え作業（金田花の会）
③落書消しに挑戦（平塚をみがく会）
④子ども達と遊ぶ（子育て支援チャイルドプラス）
⑤８月26日活動報告会にて記念撮影

① ② ③

④
⑤

みんなで体操

こんな支援も市民活動ならでは

交流から理解へ

資金集めも大切な活動

外のバザーも大盛況

ちびっこに大人気のスーパーボールすくい
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や事業者など多様な主体の交流会、公益的活動の事例
表彰などに活用する予定です。
　ぜひ、基金への寄附をお願いいたします。

特定非営利活動法人
ワーカーズ・コレクティブ『きしゃポッポ』　
特定非営利活動法人
ワーカーズ・コレクティブ『きしゃポッポ』　

平成３０年９月
「平塚市協働のまちづくり基金」が誕生！

●年末年始センターのご利用について

　　　１２月・１月のコミュ☆カフェ＆１月の市民活動応援講座をご案内します。

　団体の会計担当者さん、代表者さん、会計や税金のことで困っていることありませんか？
税理士が個別に相談に応じます。
　　日時●１月2５日（金）18：30～20：０0　　定員●４団体　　参加費●無料
　　税理士●小原勝己氏　徳永宣明氏

第２回 NPOと企業とのパートナーシップミーティング
　NPOと企業それぞれの強みを活かして、一緒に社会貢献に取り組むパートナーを見つけませんか？
　　日時●1月30日（水）19：00～21：00　　定員●25名　　参加費●無料
　　対象●市民活動団体、企業、大学、NPOと企業の連携・協働を進めたい方
　　内容●３つのパートナーシップ事例の紹介、参加者同士の交流と情報交換

◉平成３１年度補助金の説明会を開催します
　平成３０年度で終了する市民活動ファンドに代わり、
基金を活用した市民活動推進補助金による補助を実施
します。平成３１年度の補助に関する説明会を開催し
ます。ぜひ、ご参加ください。
日時●１月１１日（金）　①１４時～　②１９時～
　　　１月１２日（土）　①１４時～
　　　各２時間を予定。内容は全て同じです。
会場●市民活動センター会議室
【問い合わせ先】平塚市協働推進課　☎21-7534

　今年も盛大にセンターまつりが開催されました。たくさんの方々が来場され、市民活動団体の活動を知って
いただくことが出来ました。実行委員長をはじめ、委員の皆様、半年間ご協力ありがとうございました ！（大村）

　１２月２８日（金）は清掃・点検のため、会議室は１２：３０まで、ミーティングスペース・作業
スペース・情報コーナーは１７：００までの御利用となります。
また、平成３１年４月２日（火）及び４月３日（水）の会議室予約は、平成３０年１２月２８日（金）
から受付けます。
※平成３１年３月２２日（金）～４月１日（月）の会議室予約は、センター移転に伴い、予約を停止
しますのでご注意ください。


