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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）11月（No.17）

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。

　センターでは11月を市民活動推進月間としてオンラインを活用して団体を紹介するほか、29日には
「ひらつかボランタリーフォーラム」を開催します。オープニングセレモニーでは、防災に強いまちを
目指して各団体の連携のきっかけをつくるフォーラムを開催します。
　オンラインでも視聴できるので、興味のある方はセンターまでお問い合わせください。（さ）
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センター情報
●団体活動にお役立てください！

講座「NPO の会計・税金無料個別相談会」

１２月のまちづくりミーティング　オンライン開催『オンライン体験講座～その後いかがですか？～』
　センターではこれまでオンライン体験講座（連続2回）を5回実施してきました。オンライン（Zoom）を
使ってコミュニケーションが進んだという方や、活用がうまくできないという方まで
様々です。そこで振り返りも含めて参加者の皆さんと情報共有を行います。
　日時●12月17日（木）13：30～15：00　　　定員●20名程度　
　対象●オンライン体験講座に参加された方（団体）
　参加費●無料（完全オンラインで実施します）　※メールにてお申込みください。

　NPO法人の会計ご担当者及び代表者の皆さん、会計や税金のことで困っていることは
ありませんか？　税理士の先生方による無料個別相談会を行います。
　日時●12月15日（火）18：30～20：30
　場所●ひらつか市民活動センター
　相談員●小原勝己 税理士、徳永宣明 税理士　　　定員●4団体　
　対象●NPO法人の会計担当者及び代表者　　　　参加費●無料

講座「オンラインファシリテーション講座」
　連続2回講座の2回目は、「オンラインで、セミナーや講演会を主催するノウハウが身につく！」と題し、
アプリケーションの活用方法やファシリテーションの秘訣を学びます。
　日時●11月29日（日）14：00～16：00
　講師●山之内凛太朗氏、米元洋次氏（合同会社Active Lerners 共同代表）
　定員●30名（先着順）　
　対象●NPO法人、市民活動団体、関心のある方　　　参加費●無料 

平塚市情報

平塚市情報
●年末年始センターのご利用について

●12月27日（日）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までのご利用となります。
●閉館日：12月28日（月）～1月4日（月）　　　
●年始は1月5日（火）より開館いたします。
●会議室の予約について…令和3年4月1日（木）～4月4日（日）の予約は令和2年12月27日（日）から
　　　　　　　　　　　　　受け付けます。

　平塚市市民活動推進補助金は、市民による公益的活動を、補助金の交付によって支援する制度です。
令和３年度補助希望団体の募集を開始するとともに、募集に関する説明会を開催します。
活動を始めたい！発展させたい！補助金を活用したい！という市民活動団体・地域活動団体の皆さま、是非、
ご参加下さい。
応募受付期間●令和３年１月８日（金）～２月１０日（水）
説明会日時●令和３年１月８日（金） ①１４：００～　②１９：００～
　　　　　　　　　　１月９日（土） ③１０：００～　　　※各２時間を予定。内容はすべて同じです。
説明会会場●ひらつか市民活動センター会議室（見附町１－８　２階）
問い合わせ先●平塚市協働推進課　☎２１－９６１８

令和
３年度市民活動推進補助金の募集開始・

　　　　　　　　応募説明会の開催
市民活動推進補助金の募集開始・
　　　　　　　　応募説明会の開催

特集「平塚市で活動する団体のご紹介」特集「平塚市で活動する団体のご紹介」
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活動団体の
　ご紹介

『平塚　花のまちづくりの会』

平塚駅南口の噴水広場のバラの花やハーブを育て、花の
まち平塚を目指し景観づくりに貢献する。

活動の目的

まちづくりの推進

ＮＰＯ法人『平塚のら猫を減らす会』

平塚市との協働事業を通し地域のコミュニケーションを
再構築し、猫に関するトラブルをなくすこと。

活動の目的

まちづくりの推進

ＮＰＯ法人『地球の木・平塚』

アジアの困難な状況にある人々への支援と幸せを分かち
合い、日本の私たちの暮らしを見つめ直す。

活動の目的

国際協力

おもちゃの病院『ドクターくるりん』

壊れたおもちゃをドクターが修理し、物を大切にする気
持ちを育て、環境リサイクルに貢献する。

活動の目的

子どもの健全育成

『ひらつか防災まちづくりの会』

防災を通して安心安全のまちづくりのために諸活動を行
い、地域防災の啓発活動に役立てる。 

活動の目的

まちづくりの推進

ＮＰＯ法人　『フラワーセラピー研究会』

花をコミュニケーションツールに自由な創作活動を楽し
み、機能を活性化、生きる力を育む。

活動の目的

保健、医療又は福祉の増進

一般社団法人『平塚市観光協会』

平塚市の観光や歴史を市内外の皆さまにご紹介し楽しん
でいただくと共に史跡等の保全に努める。

活動の目的

観光の振興

『湘南の森』

高麗山公園ハイキングコース沿いの浅間山のエリアで
「市民のための豊かな森づくり」をすすめる。

活動の目的

環境の保全

ＮＰＯ法人『ひらつかＩＴサポート』

市民活動団体や市民の皆様の IT活用をサポートし、地域
をつなぐ SNS の普及に努める。 

活動の目的

情報化社会の発展

平塚市で活動中の団体を
                       ご紹介いたします。

 市民の  市民による  市民のための

団体

マスク大賞、
チラシ大賞の投票を

11 月 1 日から 11 月 23 日まで
行なっています。

センターにお立ち寄りの際は
是非投票にご協力ください。

投票のお願い
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『平塚の図書館を考える会』

平塚の図書館が市民にとって、もっと利用しやすい図書
館になるように活動している。 　

活動の目的

社会教育の推進

『はまひるがお』

がん患者さんと家族、友人たちが対話を通した気づきに
より、がんとともに生きる力を強くする。

活動の目的

保健、医療又は福祉の増進

NPO 法人『ぜんしん』

不登校・ひきこもりに悩む方々へ居場所を提供し、相談、
ゲーム、体験講座等を通して自立を促す。

活動の目的

子どもの健全育成

子供と親の環境教室『地球っ子ひろば』

私達の住む地球環境を、子供や親と共に守っていくこと
を目的として活動している。

活動の目的

子どもの健全育成

『国際ソロプチミスト平塚』

世界中の女性と女児の生活向上のために活動。世界130の
国からなる国際的ボランティアネットワーク団体。

活動の目的

国際協力

ＮＰＯ法人『湘南ＮＰＯサポートセンター』

市民活動やまちづくり活動の支援を行うことで、自立し
た市民社会の実現に寄与することを目的とする。 

活動の目的

各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動

日本吹き矢連盟『湘南なぎさ支部』

腹式呼吸を使い、誰もが楽しみながら体力増進が期待で
きるスポ－ツとして『吹き矢』を楽しむ。

活動の目的

学術、文化、芸術又はスポーツの振興

女性防災クラブ『平塚パワーズ』

災害から家族やご近所の人を守りたいという思いから活
動を続け、女性目線で作成した防災用品を広める。

活動の目的

災害救助

親と子の寺子屋『ふれあい自遊塾』

子供の諸問題の予防の為、健やかな心の成長と豊かな人
間関係の基礎が身につくよう応援する。

活動の目的

子どもの健全育成

『留学生と語り合う会湘南平塚』
　　　　　　（RKK HIRATSUKA）

外国人留学生が日本に留学して良かったと思ってもらえ
るよう支援すると共に国際親善に努める。

活動の目的

国際協力

『平塚市手をつなぐ育成会』

知的障がい児・者が地域社会の中であたり前に生活出来
る為の諸対策を実践する。

活動の目的

保健、医療又は福祉の増進

…社会教育の推進
…情報化社会の発展
…災害救助
…まちづくりの推進
…消費者の保護
…保健、医療又は福祉の増進
…国際協力
…環境の保全
…人権の擁護又は平和の推進
…子どもの健全育成
…各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動
…学術、文化、芸術又はスポーツの振興
…観光の振興……
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『女性史に学ぶ会』

自己尊重意識や基本的人権・男女平等・平和意識を強め、
不当な制約や差別を無くしていく根源の力を培う。

活動の目的

人権の擁護又は平和の推進

『ごみを活かす会』

生ごみの自家処理により、ごみの減量、循環社会及び地
球温暖化防止を推進する。

活動の目的

まちづくりの推進

『平塚人物史研究会

平塚にゆかりのある人物の足跡をたどり、伝記にまとめ
て冊子にし、市民にその功績を伝えていく。

活動の目的

学術、文化、芸術又はスポーツの振興

『湘南いきいきリンパの会』

セラピストの知識を活かし、超高齢化社会に向けて、元気
に活動する人の多い平塚・湘南を目指す。

活動の目的

保健、医療又は福祉の増進

『ひらつか演劇鑑賞会』

継続的にプロの演劇鑑賞を行う団体。人と人とのふれあ
いを大切に地域文化の向上をめざす。

活動の目的

学術、文化、芸術又はスポーツの振興

『ひらつか食物アレルギーの会』

食物アレルギー疾患に関わる啓発・相談・情報提供活動
を行い、患児と家族の生活の質の向上に寄与する。

活動の目的

子どもの健全育成

『あいあいリトミック』

子どもから高齢者障がい者、皆で生の音楽を楽しもうを
モットーに、地域交流の場を提供する。

活動の目的

学術、文化、芸術又はスポーツの振興

『平塚友の会』

羽仁もと子を中心に「婦人之友」の愛読者によって誕生
した団体である。

活動の目的

消費者の保護ＮＰＯ法人『ニッポン・アクティブライフ・
　　　　　　クラブ　湘南ブロック』

自立・奉仕・助け合いをモットーに、会員相互の交流を
通じ、社会福祉の増進に寄与する。

活動の目的

保健、医療又は福祉の増進

『OHANA』

全ての性犯罪被害当事者が、安心して心身の回復、社会
参加できる社会を実現することを目的とする。 

活動の目的

人権の擁護又は平和の推進

　ひらつか市民活動センターには10月23日現在、482団体にご登録いただいています。
コロナ禍の中でもそれぞれが工夫を凝らして活発に活動されています。
今回ひらつかボランタリーフォーラムの主旨にご賛同いただいた団体さんからお寄せいただいた
活動画像をご紹介いたします。

平塚市における団体の活動とは？
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活動の目的

情報化社会の発展

平塚市で活動中の団体を
                       ご紹介いたします。

 市民の  市民による  市民のための

団体

マスク大賞、
チラシ大賞の投票を

11 月 1 日から 11 月 23 日まで
行なっています。

センターにお立ち寄りの際は
是非投票にご協力ください。

投票のお願い
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〒254-0045
神奈川県平塚市見附町 1-8
TEL●0463-31-7571　　FAX●0463-35-6601
Eメール●info@hiratsuka-shimin.net
URL● http://hiratsuka-shimin.net
センター登録団体数（2020 年 10月 23日現在）
登録団体数● 482 団体
　　　　　　（内訳　市民活動団体…335 団体、一般団体…147 団体）

　　　

編集後記

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）11月（No.17）

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。

　センターでは11月を市民活動推進月間としてオンラインを活用して団体を紹介するほか、29日には
「ひらつかボランタリーフォーラム」を開催します。オープニングセレモニーでは、防災に強いまちを
目指して各団体の連携のきっかけをつくるフォーラムを開催します。
　オンラインでも視聴できるので、興味のある方はセンターまでお問い合わせください。（さ）

JR 平塚駅
南口

西口 北口

ひらつか
市民プラザ

市民プラザ前

紅谷町
まちかど広場

旧東海道
平塚駅前

平塚市民センター見附台公園

●２階
ひらつか市民
活動センター

小田原方面 東京方面

コンビニ

コンビニ

コンビニ
●１階
崇善公民館

コンビニ

編集・発行

JAビル

2019年4月より

P.1…………令和３年度市民活動推進補助金の募集開始・応募説明会の開催
P.２～P.7…団体のご紹介
P.8…………平塚市情報・センター情報

センター情報
●団体活動にお役立てください！

講座「NPO の会計・税金無料個別相談会」

１２月のまちづくりミーティング　オンライン開催『オンライン体験講座～その後いかがですか？～』
　センターではこれまでオンライン体験講座（連続2回）を5回実施してきました。オンライン（Zoom）を
使ってコミュニケーションが進んだという方や、活用がうまくできないという方まで
様々です。そこで振り返りも含めて参加者の皆さんと情報共有を行います。
　日時●12月17日（木）13：30～15：00　　　定員●20名程度　
　対象●オンライン体験講座に参加された方（団体）
　参加費●無料（完全オンラインで実施します）　※メールにてお申込みください。

　NPO法人の会計ご担当者及び代表者の皆さん、会計や税金のことで困っていることは
ありませんか？　税理士の先生方による無料個別相談会を行います。
　日時●12月15日（火）18：30～20：30
　場所●ひらつか市民活動センター
　相談員●小原勝己 税理士、徳永宣明 税理士　　　定員●4団体　
　対象●NPO法人の会計担当者及び代表者　　　　参加費●無料

講座「オンラインファシリテーション講座」
　連続2回講座の2回目は、「オンラインで、セミナーや講演会を主催するノウハウが身につく！」と題し、
アプリケーションの活用方法やファシリテーションの秘訣を学びます。
　日時●11月29日（日）14：00～16：00
　講師●山之内凛太朗氏、米元洋次氏（合同会社Active Lerners 共同代表）
　定員●30名（先着順）　
　対象●NPO法人、市民活動団体、関心のある方　　　参加費●無料 

平塚市情報

平塚市情報
●年末年始センターのご利用について

●12月27日（日）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までのご利用となります。
●閉館日：12月28日（月）～1月4日（月）　　　
●年始は1月5日（火）より開館いたします。
●会議室の予約について…令和3年4月1日（木）～4月4日（日）の予約は令和2年12月27日（日）から
　　　　　　　　　　　　　受け付けます。

　平塚市市民活動推進補助金は、市民による公益的活動を、補助金の交付によって支援する制度です。
令和３年度補助希望団体の募集を開始するとともに、募集に関する説明会を開催します。
活動を始めたい！発展させたい！補助金を活用したい！という市民活動団体・地域活動団体の皆さま、是非、
ご参加下さい。
応募受付期間●令和３年１月８日（金）～２月１０日（水）
説明会日時●令和３年１月８日（金） ①１４：００～　②１９：００～
　　　　　　　　　　１月９日（土） ③１０：００～　　　※各２時間を予定。内容はすべて同じです。
説明会会場●ひらつか市民活動センター会議室（見附町１－８　２階）
問い合わせ先●平塚市協働推進課　☎２１－９６１８

令和
３年度市民活動推進補助金の募集開始・

　　　　　　　　応募説明会の開催
市民活動推進補助金の募集開始・
　　　　　　　　応募説明会の開催

特集「平塚市で活動する団体のご紹介」特集「平塚市で活動する団体のご紹介」


