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ひらつか市民活動センター　
（開館時間 9：00〜22：00年末年始、施設点検日を除く）

センターのマスコット
　たすけくん

2020年（令和2年）5月（No.14）

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。
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センター情報
●団体活動にお役立てください！

チラシ大賞決定！！

５月・６月・７月予定の講座、イベント等延期・中止のお知らせ

編集後記

　世界中を震撼させている新型コロナウィルス感染症は、社会活動を停止させるなど猛威を
振るっています。罹患された方や経済活動の悪化によって困難な生活を強いられている方々
には心よりお見舞い申し上げます。（長谷川）
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日本吹き矢連盟　『湘南なぎさ支部』　日本吹き矢連盟　『湘南なぎさ支部』　

第２回

　第2回を迎えたチラシ大賞には、17の市民活動団体にエントリーしていただきました。チラシは、どれも
団体の魅力溢れる力作ぞろいとなりました。新型コロナウィルス感染拡大防止のためセンター利用が制限さ
れる中、３月中にご来館の皆さまにご投票いただきました。チラシは４月末までセンターに掲示、HPからも
ご覧いただけます。

　新型コロナウィルス感染拡大防止のため、ひらつか市民活動センター主催の講座・イベント等を延期または
中止といたします。開催時期は、改めてご案内させていただきます。
　　●『市民活動のはじめ方～あなたの想いをカタチにする』…………………延期
　　●『６月のまちづくりミーティング～市民活動と行政との協働～』………延期
　　●『NPO法人のつくり方～基本の「キ」』……………………………………延期
　　●『夏のユースボランティア2020』7月中旬～8月末日…………………中止

エントリー団体
ごみを活かす会、ナパサクラブ、留学生と語り合う会湘南平塚（RKK）、
(特非) ニッポンアクティブライフクラブ（NALC）、(特非) 血管医学研究推進機構、災害から未来 (あす) を守る会、
(特非) しえんのまなび舎、(特非) フラワーセラピー研究会、神奈川県傾聴赤十字奉仕団 平塚分団、こどもの寺子屋、

（特非) 平塚のら猫を減らす会、ママぎゅっと (mamagyuuutto)、平塚人物史研究会、
(公社) 神奈川県社会福祉士会湘南西支部、食事サービス ワーカーズコレクティブごちそうさま、うたごえ喫茶、
(特非) 湘南 NPO サポートセンター　（敬称略）

位…ごみを活かす会　　　

位…ナパサクラブ　　　

位…留学生と語り合う会湘南平塚（RKK）

投票結果

平塚市情報

市民活動支援のために、合計１,５８４,７２７円のご寄附が集まりました！

令和
元年度

「公益信託ひらつか市民活動ファンド受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行」様、
「グランドホール金目店」様、他
たすけ愛文庫（センター窓口前）からの寄附…１４４，８００ 円（読み終わった本の寄附も募集中です！）
今年度も随時、ご寄附をお待ちしております。市民活動支援のためのご寄附をお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平塚市協働推進課

寄附の報告寄附の報告

寄附者



　団体
レポート

団体のモットーと活動内容

今後の目標

　「皆が健康で楽しく吹き矢を吹く」をモットーに、設立
してはや９年、当時６名だったメンバーも現在は小学
生から８０代まで１８名に増え、月に４回の活動日には
それぞれが自分に合ったペースで楽しく練習をしてい
ます。毎月１回は月例記録会を開催し、自身の目標を
クリア出来るように切磋琢磨しています。

スポーツ吹き矢の楽しさ
　矢を吹いた時、矢が飛んだ時、矢が刺さった時は、
言葉に言い表せないほど爽快な気分だそうです。長谷
部さんは、練習や試合の時に使う的や用具を工夫した
り、創作したりと常にメンバーが気持ちよく楽しめる
ように考えています。穏やかな武田さんは「練習の後
のお茶飲みやおしゃべりが楽しくて」とにっこり笑い
ます。
　すべて会員の健康のためにやっているので、「友達が
増えた！」「カラオケがうまくなった」「知らず知らずの
うちに体調が良くなった」などと聞くと嬉しくて、苦労
はありませんと口をそろえて言っていたのが印象に残
りました。お二人の絶妙なコンビネーションは会の雰
囲気をよく表していて、微笑ましい練習風景が目に浮
かびます。

　今は、毎月日曜日午前中のみの活動ですが、平日の
練習日も持ちたいとのこと。「吹き矢」を通じて、健康の
もとである、「生きていて楽しい」と思えるような人との
つながりを大切にして、多くの市民の方々に、吹き矢
の楽しさを伝えていきたいと２人とも声をそろえます。

　市民活動センターまつりでは、チラシ配りや駐輪場
整理のボランティアとしてもご協力くださるなど、ボラ
ンティア精神にあふれる会の皆さん。生きがい、楽しさ
の中での市民活動に取り組まれている日本吹き矢連盟
湘南なぎさ支部の活動にご興味のある方は、お気軽に
お問合せしてみてはいかがでしょうか。
　（毎月、花水公民館２回・ひらつか市民活動センター
２回、いずれも日曜日午前中に活動中）

お問合せ先●日本吹き矢連盟　湘南なぎさ支部　　
       　　　  Tel.０４６３-３５-１９２８（夜８時以降）

楽しみと市民活動の両方を追求
　誰でも手軽に・気軽に・気楽に・無理なく参加できる
ようにと創立時に決めた通り、会費は月 １，０００円で
会を運営しています。湘南なぎさ支部では３名の公認
指導員がいて、基本からしっかり学べます。いっぱい
練習をして級や段を取って指導員を目指す人、大会に
参加して他の支部と交流をはかる人、体調に合わせて
ゆっくり楽しむ人など…目的に合わせて吹き矢を楽し
めるとのことです（長谷部さん）。
　楽しみとともに大事なことは、住み良いまちづくり
のために、スポーツの振興で市民の健康増進をはかっ
ていくことだそうです。より多くの方に知っていただ
くために、ブログ等での情報発信にも力を入れており、
他分野の市民活動団体や地域との連携も積極的に深め
ていくように努めています。

2020年（令和2年）5月（No.14） 2020年（令和2年）5月（No.14）

『日本吹き矢連盟 湘南なぎさ支部』
　　　　スポーツ吹き矢をご存知ですか？
　腹式呼吸法を積極的に用いる健康法と日本古来の吹き矢を融合させ、定められたルールでのスポーツ
性を持たせた競技のことです。老若男女問わず楽しめて、健康的効果も大きいため、人生１００年時代を
推進するための市民活動としても注目されています。
　今回は、「日本吹き矢連盟　湘南なぎさ支部」の代表の武田初美さん、公認指導員の資格を持つ長谷部
考勇（こうゆう）さんのお二人にお話を伺いました。

お役立ち
　　情報

コロナウイルス感染拡大に伴う
　　　　　　　NPOのための情報提供

吹き矢の道具

吹き矢の準備体操

的を狙う

長谷部さん（左）と
武田さん（右）

総会等の会議運営に関する事項　　

オンライン会議ツール「ZOOM」の寄贈プログラム、TechSoup JAPAN  

NPO 法人、一般社団法人、一般財団法人が受けられる新型コロナウイルス対策のための
資金調達について（情報提供：認定ＮＰＯ法人ＮＰＯ会計税務専門家ネットワーク）

納税に関する事項

　内閣府より、感染拡大に伴って総会開催のあり方や事業報告書提出に
関する問い合わせがあることから、以下の見解が示されています。

Q.1 新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、社員総会が開催しづらい状況です。社員総会の開催を省略
　　することはできますか。また、ＷＥＢやネットワーク経由で社員総会を開催、決議してもよいですか。 
Q.2 新型コロナウイルスの感染拡大により、法第29条で規定されている事業報告書等の提出が遅れそう
　　な場合、どうすればいいですか。

　NPO等を対象としたソフトウェア等の寄贈プログラム「テックスープ」では、Zoomの年間
サブスクリプション料（一定期間のサービス利用権）を通常価格の半額でご利用いただける
「Zoomミーティング」のディスカウント・プログラムを提供しています。 ビデオ会議やセミ
ナーの開催、スタッフのテレワークなどのニーズがある団体の皆様はご検討ください。 

（ ZOOMの使い方はこちらをご参照ください。 　https://zoom-japan.net/manual/　）

「新型コロナウイルス感染拡大に係るＮＰＯ法Ｑ＆Ａ」
 　https://www.npo-homepage.go.jp/news/coronavirus/coronavirus-qa

https://www.techsoupjapan.org/node/790417 
　※寄贈に際してテックスープへの登録が必要となります。また、手数料が発生します。 

　法人格別にどのような資金調達方法があるのかわかりやすくまとまっています。
http://npoatpro.org/user/news/22/2vc4xyap-q3rt_afc8msis4ekas_u6bl.pdf

国税における新型コロナウイルス 感染症拡大防止への対応と申告や納税など当面の税務上の取り扱いに関するFAQ 
　　コロナウイルス感染拡大の影響による法人税などの申告・納税期限の延長に該当する事由についてリン
　ク先PDFの8Pから11Pにかけて記載されています。 
　また、企業等がフードバンクや子ども食堂等の不特定又は多数の生活困窮者等を救援するために商品等を
　寄贈する場合、提供時の損金の額に算入することが可能となる旨も20Pに記載されています。 
　http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf

今はまだ混乱が水面下に置かれていますが、今後は大きな問題となって浮上してくることが予想されます。そうな
る前にやれること、できることを今から少しずつ準備しておくことも必要かもしれません。

平塚市新型コロナウイルス感染症緊急対策　（2020 年4月22日）

　新型コロナウイルス感染症対策は、市民の生命と健康を守ることを最優先に、
市民生活と社会経済活動の両面に対する影響を最小限に抑えなければなりません。
　平塚市では、「平塚市新型コロナウイルス感染症緊急対策」を策定しました。
❶「市民の生命と健康を守る」　　　　❷「市民の暮らしを支える」　　❸「まちの経済活動を維持する」　　　　　
を3つの柱に、本市の総力を挙げて施策を強力に推進します。

事業費●約12億円　主に財政調整基金を活用します。
新型コロナウイルス感染症総合相談コールセンターのご案内
平塚市では令和2年5月1日（金）から標記コールセンターを開設します。
コールセンター専用電話番号●0463 - 20-8143（ダイヤルイン）
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　ク先PDFの8Pから11Pにかけて記載されています。 
　また、企業等がフードバンクや子ども食堂等の不特定又は多数の生活困窮者等を救援するために商品等を
　寄贈する場合、提供時の損金の額に算入することが可能となる旨も20Pに記載されています。 
　http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf

今はまだ混乱が水面下に置かれていますが、今後は大きな問題となって浮上してくることが予想されます。そうな
る前にやれること、できることを今から少しずつ準備しておくことも必要かもしれません。

平塚市新型コロナウイルス感染症緊急対策　（2020 年4月22日）

　新型コロナウイルス感染症対策は、市民の生命と健康を守ることを最優先に、
市民生活と社会経済活動の両面に対する影響を最小限に抑えなければなりません。
　平塚市では、「平塚市新型コロナウイルス感染症緊急対策」を策定しました。
❶「市民の生命と健康を守る」　　　　❷「市民の暮らしを支える」　　❸「まちの経済活動を維持する」　　　　　
を3つの柱に、本市の総力を挙げて施策を強力に推進します。

事業費●約12億円　主に財政調整基金を活用します。
新型コロナウイルス感染症総合相談コールセンターのご案内
平塚市では令和2年5月1日（金）から標記コールセンターを開設します。
コールセンター専用電話番号●0463 - 20-8143（ダイヤルイン）
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センター登録団体数（2020 年 4月 15日現在）
登録団体数● 479 団体
　　　　　　（内訳　市民活動団体…338 団体、一般団体…141 団体）

　　　

ひらつか市民活動センター　
（開館時間 9：00〜22：00年末年始、施設点検日を除く）

センターのマスコット
　たすけくん

2020年（令和2年）5月（No.14）

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。
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センター情報
●団体活動にお役立てください！

チラシ大賞決定！！

５月・６月・７月予定の講座、イベント等延期・中止のお知らせ

編集後記

　世界中を震撼させている新型コロナウィルス感染症は、社会活動を停止させるなど猛威を
振るっています。罹患された方や経済活動の悪化によって困難な生活を強いられている方々
には心よりお見舞い申し上げます。（長谷川）

P.1………平塚市情報　令和元年度　寄附の報告
P.２………団体レポート 日本吹き矢連盟　『湘南なぎさ支部』　
P.3………お役立ち情報
P.4………センター情報

日本吹き矢連盟　『湘南なぎさ支部』　日本吹き矢連盟　『湘南なぎさ支部』　

第２回

　第2回を迎えたチラシ大賞には、17の市民活動団体にエントリーしていただきました。チラシは、どれも
団体の魅力溢れる力作ぞろいとなりました。新型コロナウィルス感染拡大防止のためセンター利用が制限さ
れる中、３月中にご来館の皆さまにご投票いただきました。チラシは４月末までセンターに掲示、HPからも
ご覧いただけます。

　新型コロナウィルス感染拡大防止のため、ひらつか市民活動センター主催の講座・イベント等を延期または
中止といたします。開催時期は、改めてご案内させていただきます。
　　●『市民活動のはじめ方～あなたの想いをカタチにする』…………………延期
　　●『６月のまちづくりミーティング～市民活動と行政との協働～』………延期
　　●『NPO法人のつくり方～基本の「キ」』……………………………………延期
　　●『夏のユースボランティア2020』7月中旬～8月末日…………………中止

エントリー団体
ごみを活かす会、ナパサクラブ、留学生と語り合う会湘南平塚（RKK）、
(特非) ニッポンアクティブライフクラブ（NALC）、(特非) 血管医学研究推進機構、災害から未来 (あす) を守る会、
(特非) しえんのまなび舎、(特非) フラワーセラピー研究会、神奈川県傾聴赤十字奉仕団 平塚分団、こどもの寺子屋、

（特非) 平塚のら猫を減らす会、ママぎゅっと (mamagyuuutto)、平塚人物史研究会、
(公社) 神奈川県社会福祉士会湘南西支部、食事サービス ワーカーズコレクティブごちそうさま、うたごえ喫茶、
(特非) 湘南 NPO サポートセンター　（敬称略）

位…ごみを活かす会　　　

位…ナパサクラブ　　　

位…留学生と語り合う会湘南平塚（RKK）

投票結果

平塚市情報

市民活動支援のために、合計１,５８４,７２７円のご寄附が集まりました！

令和
元年度

「公益信託ひらつか市民活動ファンド受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行」様、
「グランドホール金目店」様、他
たすけ愛文庫（センター窓口前）からの寄附…１４４，８００ 円（読み終わった本の寄附も募集中です！）
今年度も随時、ご寄附をお待ちしております。市民活動支援のためのご寄附をお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平塚市協働推進課

寄附の報告寄附の報告

寄附者


