
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

発行 ひらつか市民活動センター・平塚市 

なにかはじめてみたい 

一歩、踏み出してみたい 

あなたの好きなこと、やりたいことを 

「ひらつかの空」で 

探してみませんか？ 

ボランティア情報誌 
ひらつかの空 

 2020 年版 



 

はじめてみませんか？ ボランティア 

 

『ボランティア情報誌 ひらつかの空』について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 近年、ボランティア活動を通してコミュニケーション力や

協調性を高めたい、地域を良くしたいから活動したい、など、

ボランティアに対する考え方も変化してきています。 

「誰かの役に立ちたい」「困っている人の手助けがしたい」 

「空いている時間にボランティア活動をしたい」 

『ボランティア情報誌 ひらつかの空』は、そのような方々

に向けて、平塚市内及び近隣のボランティア情報を集めて掲

載しています。 

まずは気軽にお問い合わせしてみませんか？ 
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□■□ ボランティア情報誌の見方・使い方 □■□ 

この情報誌には、ひらつか市民活動センター及び平塚市社会福祉協議会 

に登録して活動している、NPO 法人をはじめとする市民活動団体や福祉の 

現場で活動している 37 団体のボランティア情報を掲載しています。 

 

１.情報誌の見方 

■ＩＮＤＥＸ（目次）    団体名・活動分野・ページを記載しています 

■ボランティア活動内容  活動内容・連絡先を記載しています 

 

 

 

 

 

 

 

※社会福祉協議会登録団体は、団体名の後に（社協）と記載 

 

  ■団体の活動分野をアイコンで紹介しています 

福祉 まちづくり 文化 環境 

災害 子ども・学習 人権 IT 情報 

国際 社会教育 観光  

 

２.やってみたい活動があったら、まずは連絡を入れてみましょう 

■ 受入れ団体に直接連絡して、アポイントを取る 

   その際は、自分の名前・連絡先・活動できる時間帯や曜日を伝えましょう。 

■ ひらつか市民活動センターや社会福祉協議会に連絡を入れる 

   直接連絡を入れるのは不安という方は、センターや社会福祉協議会が 

仲介します。お気軽にご相談ください。 

 

団体名 受入れ団体の名称 

活動内容 ボランティアの活動内容を記載 

活動日時 いつ・どこで・時間  

活動場所 実際に活動する場所 

担当者 ボランティアとの連絡窓口担当者名 

連絡先 受入れ団体の電話番号・メールアドレス 

URL 受入れ団体のホームページアドレス 



2 

 

 

□■□ マナーを守りましょう □■□ 

 

ボランティア活動は、自分のできる範囲で、無理なく楽しく 

活動することが大切です。そのためには最低限のマナーを守 

りましょう。 

 

 

 

１. あいさつを大切に 

 

２. 約束やルールを守りましょう 

  

３. 私語・携帯電話の使用は慎みましょう 

 

４. 相手や関係者の立場を尊重しましょう 

 

５. わからないことは遠慮せずに聞きましょう 

  

６. プライバシーを守りましょう 

 

７. 無理なく継続できる計画をたてましょう 

 

８. 保険の加入をおすすめします 
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ＩＮＤＥＸ 

団体名 Ｐ 団体名 Ｐ 

保健・医療又は福祉の増進 環境の保全 

(特非)ＮＰＯ成年後見湘南 ４ 金目川水系流域ネットワーク 15 

Ｍ＆Ｊ ４ (特非)暮らし・つながる森里川海 15 

神奈川県傾聴赤十字奉仕団 平塚分団 ５ 子供と親の環境教室「地球っ子ひろば」 16 

(特非)こぐまの会 ５ 相模川湘南地域協議会 16 

(特非)スプラウト ６ 里山をよみがえらせる会 17 

(特非)ぜんしん ６ 湘南ねこの会 17 

ニッポン・アクティブライフ・クラブ 湘南ブロック ７ 湘南の森 18 

平塚市手をつなぐ育成会 ７ 災害救援 

(特非)フードバンクひらつか ８ 災害から未来(あす)を守る会 19 

社会教育の推進 福島の親子とともに・平塚 19 

秘密保護法を考える平塚市民の会 ８ 人権の擁護又は平和の推進 

まちづくりの推進 平塚パトロール 20 

平塚 花のまちづくりの会 ９ 国際協力 

平塚をみがく会 ９ (特非)ＷＥ２１ジャパンひらつか 21 

(特非)ひらつか八幡山の洋館を活かす会 10 カべラ日本語の会 21 

食事サービス Ｗ.ＣＯごちそうさま 10 子どもの健全育成 

(特非)湘南 NPOサポートセンター 11 子ども学習支援グループ 須賀の寺子屋 22 

観光の推進 (一財)平塚ＹＷＣＡ 22 

(一社)平塚市観光協会 11 (特非)未来経験プロジェクト 23 

学術・文化・芸術又はスポーツの振興 情報化社会の発展 

あいあいリトミック 12 (特非)ひらつかＩＴサポート 23 

車椅子ハッピーダンス湘南 12   

ケ・カイ・マル ボランティアグループ 13   

ひらつか文化財ガイドボランティア協会 13   

木曜ランナーズ 14   
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知的障害のある人の成年後見 

特定非営利活動法人 ＮＰＯ成年後見湘南 

活動内容 日常生活を支援する身上保護と、生活の基盤となる財産

管理について知的障害を持つご本人が安心して幸せな人

生を送れるように、家族が安心して将来を託せるように、

ということを心がけて法人後見人としての活動をしてい

ます。 

活動日時 

 

定例会   ：毎月第 4 月曜 10:30～14:30 

業務検討会議：毎月第 2 木曜 10:30～14:30 

事務所開所日：毎週月・木   9:30～14:30 

活動場所 NPO 成年後見湘南事務所、担当施設 

担当者 成瀬 富子 

ＴＥＬ 0463-22-7621 

E-MAIL kokenshonan@yahoo.co.jp 

URL http://www.koken-shonan.com 

 

デイセンターなどの訪問(歌を歌う) 

         Ｍ＆Ｊ           （社協） 

活動内容 唱歌等の懐かしい歌を、施設の利用者さんと一緒に歌い

ます。 

活動日時 不定 

活動場所 平塚市内のデイケアサービス施設 

担当者 神保 宮子 

ＴＥＬ 0463-74-6995 

E-MAIL  

URL  

保
健
・
医
療
又
は
福
祉
の
増
進  
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 高齢者のお話を聴く活動 

神奈川県傾聴赤十字奉仕団 平塚分団 

活動内容 高齢者施設や個人宅に伺い、高齢者の方に寄り添いなが

ら、お話を楽しく聴かせていただきます。 

活動日時 例会 毎月第 3 月曜 13:30～15:30 

 

活動場所 平塚市内の高齢者施設 

担当者 臼井 孝 

ＴＥＬ 080-5641-6182 

E-MAIL taka-1115-dog@ezweb.ne.jp 

URL  

 

障がいのある人のダンスサークル 

特定非営利活動法人 こぐまの会 

活動内容 障がいのある人のダンスサークル“エアロ・デ・あい”

です。ヒップホップやエアロビクスを一緒にしません

か。 

活動日時 月 2 回 土曜・日曜 13:30～14:40(13:00～15:00 くら

い) 一か月前には、日程をメールでお知らせします。 

活動場所 平塚市青少年会館 等 

担当者 熊澤 喜世美 

ＴＥＬ 0463-58-7110 

E-MAIL kogumanokai_mail@yahoo.co.jp 

URL  
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利用者さんの食事介助 

 障がい児・者・家族サポート事業所 スプラウト （社協） 

活動内容 利用者さんが外に散歩に行く時に、車イスを押したり、

手をつなぐなど、同行介助をお願いします。また創作の

時間に一緒にいろいろなものを作ってください。 

 

活動日時 月～土曜 10:00～15:00 

 

活動場所 平塚市北豊田 

担当者 下司(げし) きみ江 

ＴＥＬ 0463-32-6959 

E-MAIL spr64g59@miracle.ocn.ne.jp 

URL http://www.sprout.or.jp 

 

不登校・ひきこもり親子の支援 

特定非営利活動法人 ぜんしん 

活動内容 過去に不登校・ひきこもりをご経験された元当事者の方

で、現在、不登校・ひきこもり問題に直面している親子

との交流や意見交換に応じてくださる方を募集します。

また、就労支援用ノートパソコンを車で運んで頂ける方

やチラシ制作等のデザイナーも募集します。学生や元当

事者でない方も歓迎します。 

活動日時 ・毎月第 2 金曜 10:00～16:00・毎月第 4 土曜 10:00～17:00 他 

活動場所 ひらつか市民活動センター(平塚市見附町 1-8）他 

担当者 柳川 涼司 TEL 0463-23-1177 

E-MAIL ryoz@lifestyle-cps.sakura.ne.jp 

URL http://ameblo.jp/zenshin-maekatsu 
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自立・奉仕・助け合いをモットーのボランティア 

ニッポン・アクティブライフ・クラブ 湘南ブロック 

活動内容 ○助け合い…困ったときは気兼ねなく仲間同士で助け合

い ○奉仕…高齢者、障がい者、子育て支援などのボラン

ティアで地域に貢献 ○自立…サークル活動・研修会など

盛んです。 

活動日時 定例交流会   …毎月第 2 日曜 14:00～16:00 

ボランティア活動…出来る時に出来る人が出来る方法で

活動(コーディネーターがいます) 

活動場所 定例会…主にひらつか市民活動センター 

ボランティア活動…平塚市、茅ヶ崎市、藤沢市内 

担当者 棟安(むねやす) 禎彦  

ＴＥＬ 0463-24-3877 

E-MAIL yoshihiko.muneyasu@ma.scn-net.ne.jp 

URL  

 

イベント時のお手伝い募集！ 

平塚市手をつなぐ育成会 

活動内容 ボランティアの方には年数回ある福祉会館や中央公民館

などで開催されるイベントの時に準備や受付の手伝いを

お願いします。 

活動日時 不定期(イベントは金・土・日)  

活動場所 平塚市福祉会館、市民活動センター、中央公民館 など 

担当者 鳥海 晃 

ＴＥＬ 0463-33-5977（活動拠点） 090-4010-0862 

E-MAIL akira-toriumi@ma.scn-net.ne.jp 

URL  
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フードバンク活動・フードドライブ活動(食品を集める活動) 

特定非営利活動法人 フードバンクひらつか 

活動内容 食品ロスを目的として食品を集め、ひとり親家庭や支援

を必要とする方へ食品をお届けしています。 

 

活動日時 平日 火・木・金…11:00～16:00 

毎月 1 回市役所 … 9:30～15:00 

活動場所 事務所(平塚市山下)、市役所(月 1 回) 

担当者 大関 めぐみ 

ＴＥＬ 0463-79-5824 

E-MAIL hiratuka.foodbank@gmail.com 

URL http://foodbank-hiratsuka.com/ 

 

 

特定秘密保護法を学ぶなかで平和を考える 

秘密保護法を考える平塚市民の会 

活動内容 特定秘密保護法を学習し、宣伝などの諸活動を行います。

会員相互の親睦をはかるための諸活動を行います。 

 

活動日時 不定期 

 

活動場所 平塚市内を中心に活動 

担当者 松本 員利 

ＴＥＬ 0463-59-4607 

E-MAIL  

URL  

 

社
会
教
育
の
推
進 
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バラの花の育成と草むしり 

平塚 花のまちづくりの会 

活動内容 平塚駅南口噴水広場のバラの花やハーブの育成、メンテ

ナンスを一緒にしませんか。バラの講座の開催もします。 

 

活動日時 毎週水曜 9:00～10:30 

 

活動場所 平塚駅南口噴水広場(八重咲町) 

担当者 山田 美智子 

ＴＥＬ 090-1659-4343 

E-MAIL yama30-4@mb.scn-net.ne.jp 

URL  

 

まちをきれいにしましょう 

平塚をみがく会 

活動内容 平塚の中心商店街の落書き消しや、張り紙はがし及び自

治会と一緒に地下道の絵画制作を行っています。汚れて

もいい服装で来てください。 

活動日時 第 3 日曜 10:00～12:00 集合時間 10:00 

 

活動場所 平塚八幡宮鳥居向かいにある山田英語塾前に集合し、現

場に移動 

担当者 原囿（はらぞの）信夫 

ＴＥＬ 0463-34-5738  090-7941-7507 

E-MAIL goten463star@gmail.com 

URL 新ＨＰ制作中 

 

  

ま
ち
づ
く
り
の
推
進 
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1)ばらの手入れ 2)イベントの手伝い 

特定非営利活動法人 ひらつか八幡山の洋館を活かす会 

活動内容 四季折々のばらの手入れをしつつ、ばら作りの研修も洋

館の企画時にカフェの手伝い、受付、案内をお願いします。 

 

活動日時 毎週 火・木・土 午前中 … ばらの手入れ 

ばらフェスタ(春・秋)、音楽のおくりもの(春・秋)、Xmas 

フェスタ…イベントのお手伝い 

活動場所 平塚市八幡山 1-1 八幡山内 

担当者 袴田・鈴木 

ＴＥＬ 0463-35-7114 FAX:0463-35-7114 

E-MAIL yokan7114@outlook.jp 

URL http://hiratsuka-yokan1906.jp/ 

 

 安全な食材を使った食事のお届け 

食事サービス ワーカーズ コレクティブ ごちそうさま 

活動内容 食事作りが困難な方に、安全・安心な食材を使った充実

した食事をお届けします。 

 

 

活動日時 毎週 月曜～金曜 8:00～17:00 

要相談： 午前のみ・午後のみ・配送のみ 

活動場所 平塚市見附町 24-8 

担当者 井出 由美 

ＴＥＬ 0463-73-7816 

E-MAIL wco-gotisousama@sun.ocn.ne.jp 

URL  
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 ローカルメディアの取材活動 

特定非営利活動法人 湘南ＮＰＯサポートセンター 

活動内容 平塚市内の市民団体や気になる人、モノ、場所などを取

材し、記事としてホームページにアップします。一緒に

楽しく活動してみませんか。 

 

活動日時 随時 

 

活動場所 ひらつか市民活動センター及び市内各所 

担当者 氏家 真美 

ＴＥＬ 070-6662-2455 

E-MAIL shonan@snposc.org 

URL http://snposc.org  

 

 観光サポーター大募集！！ 

一般社団法人 平塚市観光協会 

活動内容 イベントの企画、運営への参加。ガイド、市民プラザで

のお客様対応。 

 

 

活動日時 要相談 

 

活動場所 ひらつか市民プラザ 他 

担当者 板垣 

ＴＥＬ 0463-20-5110 

E-MAIL info@hiratsuka-kankou.com 

URL http://www.hiratsuka-kankou.com/ 

 
 

 

観
光
の
推
進 
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高齢者や子どもの前で楽器演奏 

あいあいリトミック 

活動内容 高齢者施設や子ども向けコンサート等で楽器を演奏しま

す。リトミックや音楽療法を行っています。 

 

 

活動日時 平日 午前中、土・日曜 不定期 

 

活動場所 平塚市内公民館、福祉会館、高齢者施設 

担当者 中西 こず江 

ＴＥＬ 090-4175-7885 

E-MAIL iirytho555@md.scn-net.ne.jp 

URL  

 

車椅子の人とダンスを楽しもう 

車椅子ハッピーダンス湘南 

活動内容 高齢者、障害者等車椅子の人等とフォークダンス・社交

ダンスを楽しむ活動です。どなたでもご参加ください。 

 

活動日時 ①毎月第 2 水曜 14:00～15:00 

②毎月第 2 日曜 14:00～15:00 

活動場所 ①真土老人保健施設（平塚市東真土） 

②ソーレ平塚（平塚市金田） 

担当者 下向井(しもむかい)一誠 

ＴＥＬ 0463-33-6051  080-1140-9050 

E-MAIL  

URL  

学
術
・
文
化
・
芸
術
又
は
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興 
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フラダンス 

    ケ・カイ・マル ボランティアグループ  （社協） 

活動内容 フラダンスを通して、フラの歴史的なお話や曲の紹介を

し、一時を楽しんでいただいています。 

 

 

活動日時 月曜、2 回程 

 

活動場所 平塚富士白苑、敬愛ホーム（この所お休みしています） 

担当者 髙橋 千鶴  

ＴＥＬ 0463-21-0815  FAX：0463-21-5561 

E-MAIL  

URL  

 

 社寺や街道歩きで文化財をガイド 

ひらつか文化財ガイドボランティア協会 

活動内容 平塚市と周辺地域で社寺や街道歩き、文化財を中心とし

たボランティアガイド活動を行っています。地域の歴史

を皆で学び、いっしょに歩きませんか。 

活動日時 月例会合(年 12 回)   ：毎月第 1 土曜 13:00～16:00 

市民ふれあいツアー(年 8 回)：第 4 日曜  9:00～13:00 

活動場所 会合、打ち合わせ：ひらつか市民活動センター 

市民ふれあいツアー(年 8 回)：市内各所 

担当者 棚橋 光男 

ＴＥＬ 0463-31-6287 

E-MAIL  

URL  
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 視覚障がい者のランニングの補助 

木曜ランナーズ 

活動内容 視覚障がい者のジョギング・ウォーキングの補助をし、

運動を楽しんでもらっています。 

初心者にも丁寧にやり方を指導します。 

 

活動日時 毎週木曜 19:15～20:15 

活動場所 平塚市総合公園（平塚市大原 1-1）内 ふれあい動物公園

東側広場 

担当者 植田 

ＴＥＬ 080-6568-1945 

E-MAIL hideo.ueda@gmail.com 

URL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 参加者の声 

金目川の清掃活動とアユや

ウナギの生息状況を調べて

います。スタッフの方が親切

に教えてくれるので、楽しく

活動できます。－金目川水系

流域ネットワーク－ 

 

□ 参加者の声 

平塚駅周辺で募金活動、のら

猫の去勢手術のための費用を

募金で集めています。 

NPO 法人平塚のら猫を減らす

会とボランティアの皆さん。 
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 募集！馬入水辺の楽校 生き物がかり隊 

特定非営利活動法人 暮らし・つながる森里川海 

活動内容 自然の遊び場「馬入水辺の楽校」生き物いっぱいの楽校にします。

チョウの集まるバタフライガーデンづくりやバードサンクチュア

リづくり、トンボ池やカエル池のエコアップ、カヤネズミを守る

ための原っぱの草刈りなどに取り組みます。目線は子ども達の遊

び声が聞こえる楽校づくり。自然が好き、ガーデニングやビオト

ープに関心のある方のご参加をお待ちしています。 

活動日時 2020 年 4 月より開催。原則月 1 回午前中(日程等の詳細は現在検討中) 

活動場所 馬入水辺の楽校 

担当者 臼井 勝之 TEL 090-5313-6327 

E-MAIL usuikatsuyuki@icloud.com 

URL https://shonanikimonogakkou.wordpress.com  

 金目川水系流域の豊かな自然を保全する活動 

金目川水系流域ネットワーク 

活動内容 夏休み生き物観察会・真夏の水質調査・6 月の COD 調査・横浜ゴム

イベントやひらつか環境フェア、平塚市緑化まつりの出店・平塚

市生物多様性調査活動参加・会報「せせらぎ通信」発刊・平塚市

環境講座主幹・環境等に関する出前講座・公民館等イベントの参

画・平塚市環境審議委員として活動・ＨＰにて公表・福島の子供達

の支援活動・アユの生態調査活動・葛葉川中津川生き物調べ教室 

活動時間 随時、各事業に参加 

活動場所 中心は、金目川水系流域 

担当者 柳川 三郎 TEL 090-9203-9751 

E-MAIL sm-y@dab.hi-ho.ne.jp 

URL https://www.asahigs.co.jp/kaname-net/index.html 

 

環
境
の
保
全 
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 子供や親と共に地球環境を守る 

子供と親の環境教室「地球っ子ひろば」 

活動内容 子供と共に環境学習をしています。一緒に学びませんか。

また学校や公民館の出前授業の時に手伝っていただけま

せんか。 

活動日時 5 月～2 月 第 3 土曜 10:00～12:00(8 月・3 月は除く) 

依頼を受けて学校や公民館などで年数回開催。 

活動場所 神奈川県環境科学センター(平塚市四之宮) 

担当者 齋藤 美代子 

ＴＥＬ 0463-55-2103 

E-MAIL je1vpi@md.scn-net.ne.jp 

URL http://www.scn-net.ne.jp/~sai7517/ 

 

 川原の植物の保護育成 

相模川湘南地域協議会 

活動内容 河口のプラゴミ回収、絶滅危惧種カワラノギクの保護・

育成、子どもたちが自然(ミミズ、石、草花)に触れるイ

ベントを行っています。 

活動日時 第 1・第 3 日曜 9:00～13:30 カワラノギクの保護・育成 

           場所：神川橋下川原 

第 2 水曜   14:00～16:00 運営委員会  

活動場所 平塚、茅ヶ崎、寒川、大磯、二宮 

担当者 峯谷 一好 

ＴＥＬ  

E-MAIL kmineya@mb.scn-net.ne.jp 

URL  

 

http://www.scn-net.ne.jp/~sai7517/
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 平塚の里山を守り、自然に親しむ 

里山をよみがえらせる会 

活動内容 雑木林、竹林、田んぼ、畑を整備し、稲や小麦を作り、

菜の花を咲かせています。大人も子供も自然に触れ合い

遊んで、里山を次世代に残しませんか。 

 

活動日時 毎月 1 回 土曜 9:00～12:00 

 

活動場所 平塚市土屋寺窪(神大バス停より徒歩 10 分) 

担当者 荒井 啓三 

ＴＥＬ 090-8316-9872 

E-MAIL  

URL http://www.tsuchiyasatoyama.sakura.ne.jp/ 

 

 猫の保護活動 

湘南ねこの会 

活動内容 ノラ猫を不妊・去勢手術して増やさないようにする。飼

い主のいない猫を保護養育して新しい飼い主を探し、譲

渡する。 

活動日時 不定期 

 

活動場所 平塚市及び近接する市町村 

担当者 太田 惠子 

ＴＥＬ 090-1261-3587 

E-MAIL more@jd5.so-net.ne.jp 

URL  https://shonan-nekonokai.com 
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自然豊かな森の保全・整備活動 

湘南の森 

活動内容 自然豊かで、貴重な蝶や鳥、草花・樹木も多い湘南平か

ら高麗山にかけての『森』を保全するために、除草作

業、草花の保護、枯木や罹病木の伐採、植樹などの活動

を行っています。 

 

活動日時 毎月 第 2 金曜と第 4 土曜 10:00～15:00 

活動場所 高麗山公園ハイキングコース沿いの『浅間山(湘南平の東

側)から地獄沢分岐(高麗山の西側)までの北側斜面』 

担当者 相原 

ＴＥＬ 090-3914-9726 

E-MAIL mo53pk47i96@gmail.com 

URL http://shonan-mori.sakura.ne.jp 

  

□ 夏のユースボランティアに参加して ～参加者の感想～ 

ひらつか市民活動センターでは、夏休みを利用して中学生から大

学生までの青少年がボランティア活動を体験する「ユースボランテ

ィア」を実施しています。この事業に参加しボランティア活動をし

た青少年の声を紹介します。 

「普段の生活では出来ないようなことを体験することが出来た」 

「『つづける・つながる・つよくなる』 

この３つの「つ」を覚えておきます」 

「自分が子どもと遊ぶ事も誰かの役に立 

てることなんだと知った」など、いずれも 

活動体験が自身の成長につながったという 

感想が寄せられています。 

 ▲活動体験報告会でのグループワーク 
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ひらつな祭の当日運営への協力 

災害から未来（あす）を守る会 

活動内容 被災地支援と地元の防災力強化のためのイベント「ひら

つな祭」の当日の運営スタッフとしてお手伝いして頂け

ませんか。 

活動日時 2020 年 3 月 8 日（日）8:00～16:30         

※毎年 3.11 のイベント前後の日曜日開催 

活動場所 ひらつな祭の会場内（紅谷パールロード・まちかど広場

周辺） 

担当者 能勢 康孝 

ＴＥＬ 090-1435-1128 

E-MAIL gakunose@clock.ocn.ne.jp 

URL http://www.hiratsuna.com/ 

 

保養家族の車送迎と食事作り 

福島の親子とともに・平塚 

活動内容 福島からの保養家族の車での送迎、食事作り 

 

 

 

活動日時 夏休み、冬休み、春休み期間 

 

活動場所 平塚市及び周辺の市町村 

担当者 小嶋 倫子 

ＴＥＬ 0463-58-7543    090-6798-7534 

E-MAIL w.k@mg.scn-net.ne.jp 

URL  

  

災
害
救
援 
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野宿者（ホームレス）の安否確認・生活支援 

平塚パトロール 

活動内容 市内の野宿者の場所を訪問し、安否確認や状況に応じた

相談(病気・居住・働き)に応じる支援を行っています。 

活動日時 ①毎月 第 1 木曜 20:30～ 

②毎月 第 4 日曜 12:30～ 

活動場所 平塚市内、総合公園、馬入河口付近、駅周辺、商店街、

海岸砂防林内 他 

担当者 佐藤 貴子 

ＴＥＬ 0463-21-7600 

E-MAIL 
hiratsukapatrol@infoseek.jp  

takatan.kike@md.scn-net.ne.jp 

URL http://hiratsukapt.blog83.fc2.com/ 

  

人
権
の
擁
護
又
は
平
和
の
推
進 

 
 
 

□ 参加者の声 

自分の住んでいる町が、こ

のような形できれいに保た

れていたことを知りました。

また参加したいです。 

－平塚をみがく会－ 

□ 参加者の声 

日常生活で野宿者と関わる

機会がなかったので、とても

考えさせられるものがあり

ました。貴重な経験ができま

した。 

—平塚パトロール－ 
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日本語を母国語としない市民等へ日本語を教える活動 

カベラ日本語の会 

活動内容 （1）日本語を教える活動 

（2）会員の研修と学習者の日本語を使える場の提供 

（3）その他、上記の目的を達成するために必要な事業 

活動日時 中央公民館     毎週土曜  10:00～11:30 

市民活動センター  毎週水曜  10:00～11:30 

横内公民館     毎週水曜  19:30～21:00 

活動場所 平塚市中央公民館・ひらつか市民活動センター・平塚市横内公民館 

担当者 林田 雅之 

ＴＥＬ 0463-24-9840  090-4724-3524 

E-MAIL rinda2456mh@yahoo.co.jp 

URL https://caviela.jimdo.com 

ＷＥショップでスタート国際協力 

特定非営利活動法人 ＷＥ21ジャパンひらつか 

活動内容 WE ショップはリユース&チャリティショップで、寄付された衣類

や日用雑貨品などを販売して、アジアの発展途上国などの子ども

達を支援し 1100 万円以上の支援ができました。都合のいい時間と

曜日に販売したり資料を作ったりあなたの参加を待っています。 

活動日時 ・代官町店 日曜～金曜 10:30～17:30 定休日：土曜・祝日 

・旭店   月曜～金曜 10:00～17:00 定休日：土曜・日曜・祝日 

活動場所 代官町店：代官町 11-30  旭店：徳延 563-2 

担当者 重田裕子（代官町店）古屋静江（旭店） 

ＴＥＬ 0463-22-5258（代官町店）0463-33-2022（旭店） 

E-MAIL we21japan-hiratsuka@mb.scn-net.ne.jp  

URL ＷＥ21 ジャパンひらつかブログをどうぞ ＨＰもあります 

国
際
協
力 
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小中学生への学習支援活動 

子ども学習支援グループ 須賀の寺子屋 

活動内容 個々の子どもに寄り添い、学習の楽しさを伝える活動で

す。子どもと共に自分も成長できるやりがいを感じてみ

ませんか。 

 

活動日時 毎月第 2、第 4 木曜 

小学生 16:30～17:30 中学生 19:00～20:30 

活動場所 平塚市立太洋中学校 体育館 会議室 

担当者 大野 文 

ＴＥＬ 080-6626-2686 

E-MAIL sukanoterakoya@gmail.com 

URL https://sites.google.com/view/sukanoteragoya 

 

ＹＹきっちん(わいわいきっちん)-子ども食堂 

一般財団法人 平塚ＹＷＣＡ 

活動内容 子ども達と一緒に食事を作って、食べることを大切にす

る食育プログラム。2020 年 4 月に「ＹＹきっちん」をオ

ープンします。 

※1～3 月はボランティア研修・準備期間。 

活動日時 毎月第１火曜 15:30～19:30 （2020 年 4 月から） 

※1～3 月についてはお問合せください。 

活動場所 平塚ＹＷＣＡ会館(平塚市八重咲町 24-31) 

担当者 西原  

ＴＥＬ 0463-21-1990 

E-MAIL hiratsuka-ywca1949@mb.scn-net.ne.jp 

URL  

子
ど
も
の
健
全
育
成 
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子ども食堂などのお手伝い 

特定非営利活動法人 未来経験プロジェクト 

活動内容 子ども食堂や学習支援、畑での農作業のお手伝いなど子

どもと一緒に過ごしてください。 

活動日時 第 1 月曜 7:00～ 8:00  明石町 子ども食堂 

第 3 月曜 18:00～20:00  平塚八幡宮 学習支援 

第 3 火曜 18:00～20:00  金目公民館 学習支援 

第 3 木曜 7:00～ 8:00  万田地区 子ども食堂 

日曜    9:00～10:00  吉沢地区にて畑作業 

活動場所 上記参照 

担当者 堤(つつみ) 園子 

ＴＥＬ 090-4248-9595 

E-MAIL mirai.keiken@gmail.com 

URL http://mirai-keiken.com/ 

 

スマホやＰＣを楽しむための応援団 

特定非営利活動法人 ひらつかＩＴサポート 

活動内容 スマホやＰＣ教室やオフィス系の講習会講師、相談会の

アシスタント、センターや公民館まつりなどイベント参

加 

活動日時 随時 

活動場所 ひらつかＩＴサポート事務所、ひらつか市民活動センタ

ー、市内の公民館など 

担当者 大村 美枝子 

ＴＥＬ 090-6490-0045 

E-MAIL it-support@mb.scn-net.ne.jp 

URL npohits.wordpress.com 

  

情
報
化
社
会
の
発
展 
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□■□ ひらつか市民活動センター □■□ 

出会いと交流が生まれる『場』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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する施設です。 

そのためセンターでは、以下の 7 つの機能を生かして運営してい

ます。 

➀ 場の提供   

② 交流の促進・ネットワークの構築 

③ 各種相談   

④ 情報収集と提供   

⑤ 学習の機会の提供  

⑥ 協働の推進  

⑦ 市民活動に関する調査・研究 

 

市民活動や NPO、ボランティアに関することは、どうぞお気軽に

お問合せ・ご相談ください。 
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□■□ ひらつか市民活動センターの情報発信 □■□ 

□ 情報紙『ひらつかの風』 

『ひらつかの風』は、地域の課題と向き合い、解決に向けて活動する

NPO や市民活動団体の取組みが、爽やかな風となって平塚市内外に広

がっていくように、編集・発行しています。   

（隔月 15日、年 6回奇数月発行） 

□ メールマガジン 

 市民活動に関するイベント情報、助成金情報 

等をメールで発行しています。（毎月 10日発行） 

□ ホームページ・facebook 

 登録団体情報や市民活動に関する新着情報を 

発信しています。ぜひお気に入りに登録を！ 

□■□ ＮＰＯや市民活動団体をもっと知りたい □■□ 

 

□ セミナーや交流会の開催 

団体活動を活性化するためのセミナーや、地域の様々な課題をテーマ

に話し合う交流会を開催しています。このような機会を活用して活動

の輪を広げてみませんか？ 

□ ひらつか市民活動センターまつり 

センターに登録している NPO、市民活動団体の皆さんが、日頃の活動の

成果を地域の皆さんに紹介する年に一度のイベントです。展示・相談・

模擬店を通して、知って学んで参加できる楽しい機会となっています。 

ひらつか市民活動センター 
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□■□ ボランティア活動にはどんな種類があるの？ □■□ 

 

 ボランティア活動には様々な分野があります。 

ここでは、NPO法で規定された 19種類の活動を紹介します。 

 

① 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 

② 社会教育の推進を図る活動 

③ まちづくりの推進を図る活動 

④ 観光の振興を図る活動 

⑤ 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 

⑥ 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 

⑦ 環境の保全を図る活動 

⑧ 災害救援活動 

⑨ 地域安全活動 

⑩ 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 

⑪ 国際協力の活動 

⑫ 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 

⑬ 子どもの健全育成を図る活動 

⑭ 情報化社会の発展を図る活動 

⑮ 科学技術の振興を図る活動 

⑯ 経済活動の活性化を図る活動 

⑰ 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 

⑱ 消費者の保護を図る活動 

⑲ 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、 

助言又は援助の活動  
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□■□ 平塚市社会福祉協議会ボランティアセンター □■□ 

福祉に関わるボランティア活動の相談窓口です 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■問合せ・連絡先 平塚市社会福祉協議会ボランティアセンター 

   〒254-0047 神奈川県平塚市追分 1番 43号（福祉会館 2階） 

 電話：0463-33-0007（直通）平日：午前 8時 30分～午後５時 

   http://hiratsukavc.blog.fc2.com/ 

「ボランティアを頼みたい」「これからボランティア活動を始めた

い！やってみたい！」をお手伝いします。ボランティアグループ

からのご相談や保険の手続き等の支援も行っています。 

また、市民の皆様が参加できるボランティア講座や出張福祉学習

講座等を開催しています。（※広報ひらつか等に掲載しています。） 

災害時には、災害時ボランティアネットワークセンターを立ち上

げ、被災者支援を行います。 

お気軽にお問合せ、ご相談ください。 
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□■□ 平塚市市民活動災害補償制度（抜粋）□■□ 

～ 市民活動中のけがや事故を補償します ～ 

   

市民のみなさんが安心して市民活動を行っていただけるように、 

平塚市が保険料を負担して、市民活動中のケガや事故を補償して 

います。熱中症、日射病、細菌性食中毒、活動場所への移動の往 

復にも補償されます。(寄り道は補償の対象外） 

 

［対象となる活動］ 

次のいずれかに該当する活動が対象になります。 ただし、無報酬 

(交通費等の実費相当分の受領は可)で行う活動に限ります。  

１.市民活動団体(５人以上で構成し、市内に活動拠点を置いている 

団体)又は市民(在勤・在学を除く)が自主的かつ計画的(継続的) 

に行う、公益性のある活動。  

２.市が主催する(市民活動に類する)事業等において、市民が行う 

活動。 

［対象とならない活動］ 

○ 特定の政治、宗教又は営利を目的とした活動  
○ 自己の楽しみのために行う活動、趣味を深める活動及び懇親を目的 

とした活動 
○ 児童・生徒等が行う学校管理下、学童管理下の活動（日本スポーツ 

振興センターの保険対象となる活動） 
○ 指導者等の管理下にない活動（休憩中に活動場所から離れた場合等）  
○ 無償の活動であっても、活動に応じて付与されるポイントが換金可 

能な場合 
 

●もし、事故が起きてしまったら 

速やかに下記の連絡先にご連絡ください。補償の対象にならない

場合もあるので、事故発生後は、まず担当課へご相談ください。  

平塚市市民部協働推進課  電話：0463-21-9618(直通)  

※平日（8：30～17：15）のみ対応 
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ひらつか市民活動センター 

〒254-0045 神奈川県平塚市見附町 1-8 2 階 

TEL 0463-31-7571 FAX 0463-35-6601 

E-MAIL info@hiratsuka-shimin.net  

JR 平塚駅西口より徒歩 8 分 


