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●団体活動にお役立てください！

ＮＰＯ法人の会計・税金個別無料相談会
団体の会計担当者、代表者、会計や税金のことでお困りのことはありませんか？
税理士が丁寧に相談に応じます。
日時 ● 2 月14 日（金）1８:３0 〜 2０:３０
税理士 ● 小原勝己氏 徳永宣明氏
定員 ● 4 団体
参加費 ● 無料
場所 ● ひらつか市民活動センター Ｃ会議室

No.

ひらつか市民活動センター情報紙

号

2020 年1 月号

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。

（令和 2 年）

ひらつか市民活動センター「利用団体交流会」
ひらつか市民活動センター３年間の協働運営報告他、市民活動団体同士の交流を深めるため
楽しい企画満載でお送りします。皆さまの参加を心よりお待ちしております。
日時 ● 3 月 28 日（土）13：30 〜 16：00
会場 ● ひらつか市民活動センター AB 会議室
対象 ● 市民活動団体、市民活動センターをご利用の方
参加費 ● お一人様100 円（茶菓子代）
内容 ●『2019 年度センター協働運営報告』『チラシ大賞・つながろう大交流会』

CONTENTS

ロッカー・レターケース申込受付開始
令和２年度利用申込受付を開始します。利用できるのはセンターに市民活動団体登録している団体です。
現在利用中の団体も、継続利用を希望する場合は申込みが必要です。応募多数の場合は抽選となります。
申込書は市民活動センターで配布しています。また、センターホームページからもダウンロードできます。

センター
レポート

P.1 ……………令和２年 新年のごあいさつ
P.２・P.3………センター報告 『第１５回ひらつか市民活動センターまつり』
P.4 ……………平塚市情報・センター情報

第15回「ひらつか市民活動センターまつり」

開催報告

申込期限 ● ３月８日（日）
申込先 ● ひらつか市民活動センター（郵送、FAX、E-Mail 可 ※電話不可）
募集個数と利用料金 ● ＊ロッカー（大）……１８個 ３００円／月
＊ロッカー（小、小別）……４０個 ２００円／月
＊レターケース……８１個 利用料無料

平塚市情報

２年度 市民活動推進補助金の申請募集中

令和

現在、令和２年度市民活動推進補助金の申請を受付けています。
詳しくは平塚市役所（協働推進課）、ひらつか市民活動センターで配布している応募の手引きを
ご覧ください。応募の手引きや申請書類は市のホームページからもダウンロードできます。
応募受付期間 ● 令和２年１月１０日（金）〜２月１２日（水）
申請書提出先 ● 事前連絡をして平塚市役所（協働推進課）へ直接お持ちください。
問い合わせ先 ● 平塚市協働推進課 電話 0463 -２１-９６１８

明けましておめでとうございます。

編集後記
今回のひらつかの風は、第 15 回ひらつか市民活動センターまつりの大特集号です。
移転後初めてのまつりでしたが、お陰様で大盛況のうちに無事終了する事ができました。参加団体、来場者及び
関係者のみなさまたいへんありがとうございました。
今年は暖冬傾向とはいえ寒い日が続きます。健康には留意され新たな一歩を踏み出しましょう。
（長谷川）
本年もよろしくお願い致します。

編集・発行
コンビニ

2019 年 4 月より
●１階

崇善公民館
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小田原方面

西口

TEL●0463-31-7571
FAX●0463-35-6601
Eメール●info@hiratsuka-shimin.net
URL● http://hiratsuka-shimin.net

北口

JR 平塚駅
南口
JAビル

東京方面

平塚市情報

第１回

平塚市みんなのまちづくり事例表彰式・交流会

今回表彰されるのは１４事例（市民活動５事例、地域活動５事例、事業者３事例、学校１事例）です。表彰式に
合わせて、多様な主体による交流会を開催します。
様々なまちの課題解決に取り組む団体や企業などと交流できる貴重な機会です。表彰団体以外も参加できます。
お申し込みは、下記担当まで。

（開館時間 9：00〜22：00 年末年始、施設点検日を除く）
〒254-0045
神奈川県平塚市見附町 1-8

コンビニ

●２階

ひらつか市民
活動センター

ひらつか市民活動センター

新しい年を迎え、皆さまの活動が更に発展しますよう、支援サービスの充実に
努めてまいります。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 －スタッフ一同－

センター登録団体数（2019 年 12 月 15 日現在）
たすけくん
登録団体数● 471 団体
（内訳 市民活動団体…337 団体、一般団体…134 団体）

センターのマスコット

日時 ◆ 令和２年２月８日
（土）午後２時〜午後４時３０分
会場 ◆ ひらつか市民活動センター 会議室 AB 定員 ◆ 20 名（表彰団体を除く・先着順）
申込先 ◆ 平塚市役所協働推進課 市民協働担当 ☎0463-21-9618
※交流会の内容や表彰団体の一覧は、市ウェブサイトをご覧ください。
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第 15 回「ひらつか市民活動センターまつり」

センター
レポート

ご協力ありがとうございました！

開催報告

広報にご協力いただいた企業様（敬称略）

令和元年 11 月 24 日（日）
、崇善地区へ移転してはじめてのおまつりを開催しました。
晴天に恵まれ約 1,600 人もの方々にご来場いただきました。
開催に至るまで、団体の皆さん、崇善公民館、崇善地区の皆さんにご理解ご協力をいただき
無事に開催できましたことをスタッフ一同心より御礼申し上げます。

お互い力を合わせて地域を盛り上げていきましょう！
オープニングセレモニー「あなたとつくる平塚の魅力」

東京新聞／神奈川新聞／タウンニュース社／湘南ジャーナル社／
JR 平塚駅
告知ＣＭ：ＦＭ湘南ナパサ
当日取材：広報ひらつか／湘南ケーブルネットワーク

屋外

景品にご協力いただいた企業様 (敬称略）
湘南ケーブルネットワーク株式会社／
株式会社 パイロットコーポレーション平塚工場／
株式会社 田中紙店

「今日はお祭りなんだね」
。たまたま通りがかった
方々にもお立ち寄りいただきました。
素晴らしい演奏・感動をありがとう！
ＳＯＺＥＮマーチングバンドの皆さん

景品にご協力いただいた団体様 (敬称略）
囲碁対局ボランティア三連星／
NPO 法人 WE２１ジャパンひらつか／
岡崎地区ボランティアお針グループ／（一社）ＯＨＡＮＡ／
神奈川県傾聴赤十字奉仕団平塚分団／
（社）神奈川県社会福祉士会湘南西支部／
神奈川県年金受給者協会西湘支部／カベラ日本語の会／
NPO 法人血管医学研究推進機構／ごみを活かす会／
湘南いきいきリンパの会／ NPO法人湘南 NPO サポートセンター／
NPO 法人湘南スポーツコミュニティセンター／
湘南生活クラブ生協（コモンズひらつか）
／ 湘南ダンベル体操協会／
湘南平塚市民市実行委員会イベント部会／ 湘南リンパ四季の会／
食事サービスワーカーズ・コレクティブごちそうさま／すばる／
つるかめ社中／ナパサクラブ／２８
（にっぱち）会／
ビーンズネット／ NPO 法人ひらつか IT サポート／
ひらつか災害ボランティアネットワーク／
（一社）平塚市観光協会／ 平塚人物史研究会 ／平塚友の会／
平塚の図書館を考える会／ NPO 法人平塚のら猫を減らす会／
ひらつか防災まちづくりの会／ふくろうの会／
NPO 法人フラワーセラピー研究会／ログハウスＤＯ

スーパーボールすくいに挑戦！
いくつ取れるかな？
子どもにも大人にも人気がありました。

大人気 のパンダ焼き。
今年も 早々に完売しました！

ステージ

身体全体を使った、躍動感あふれる表現力を
発揮しました。江陽中学校演劇部の皆さん
日頃の活動成果発表に、自信作の販売。
大勢の来場者が足を止めてくださいました。

出店団体……58 団体（敬称略）
来場者のみなさんもご一緒に。
いきいきリンパ体操でリラックス。

２階
我が町を流れる相模川の生物や環境について、
分かりやすく紹介しました。

会場内を見た後のお楽しみ、
スタンプラリーの景品交換。
どんな景品があるのかな？

皆さまの足で健康チェック。
何をするにも健康第一です！

人生 100 年時代。あなたに合った
生きがい探しのお手伝い。

１階

第二の人 生を楽しく豊かにするために
活動して みませんか？

私たちの体の大事な血管について、
やさしく説明しました。

ゆったりした和室の中で、子どもたちと一緒に
楽しくゲームで遊びました。

クリスマスを一か月後に控え、リースづくり。
たくさんの方に体験していただきました。

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

医療生協かながわ／ NPO 法人 WE２１ジャパンひらつか ／
うたごえ喫茶ひらつか／Ｏ．
Ｋ．
Ｋ
（老いを考える会）／
岡崎地区ボランティアお針グル−プ ／（一社）OHANA ／
おもちゃの病院ドクターくるりん ／
親と子の寺子屋 ふれあい自遊塾 ／
ガールスカウト神奈川県第２０団 ／
ガールスカウト神奈川県第２３団 ／
神奈川県傾聴赤十字奉仕団 平塚分団 ／
（社）神奈川県社会福祉士会 湘南西支部 ／
車椅子ハッピーダンス湘南／経済勉強会 ／
NPO 法人 血管医学研究推進機構 ／
NPO 法人 こぐまの会 ／相模川湘南地域協議会 ／
NPO 法人 サポート湘南 ／湘南いきいきリンパの会 ／
NPO 法人 湘南ＮＰＯサポートセンター ／
湘南生活クラブ生協（コモンズひらつか）／
湘南日台未来交流協会 ／湘南平塚白秋の会 ／
湘南ひらつかマジシャンズ ／湘南リンパ四季の会／
食事サービス ワーカーズ・コレクティブ ごちそうさま ／
すばる ／全日本年金者組合 平塚支部／
ＮＰＯ 法人 地球の木・平塚 ／つるかめ社中／２８（にっぱち）会／
ＮＰＯ 法人 ニッポン・アクティブライフ・クラブ 湘南ブロック／
日本吹き矢連盟 湘南なぎさ支部 ／はまひるがお／
ピースフォーラム湘南／ NPO 法人 ひらつかＩＴサポート／
N PO 法人 ひらつかエネルギーカフェ／
ひらつか災害ボランティアネットワーク／
平塚市介護の会「はまゆう」／平塚市手をつなぐ育成会／
平塚人物史研究会 ／平塚スキー協会／平塚友の会／
平塚の図書館を考える会 ／ N P O 法人 平塚のら猫を減らす会／
平塚 花のまちづくりの会 ／ひらつか防災まちづくりの会／
平塚ＭＡＣ ／ふくろうの会 ／ N P O 法人 フラワーセラピー研究会／
ボーイスカウト平塚市連絡協議会／ゆみぞう Melody ／
N PO 法人 きしゃポッポ ／
留学生と語り合う会湘南平塚（RKK HIRATSUKA）／
江陽中学校演劇部 ／ SOZEN マーチングバンド／
崇善公民館運営委員／崇善地区青少年指導員協議会
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