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登録団体数● 480 団体
　　　　　　（内訳　市民活動団体…333 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

2021年（令和3年）1月（No.18）

センター
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。

　あけましておめでとうございます
　旧年中は格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございました。
　昨年は一年を通しコロナ禍への対応が世界的な流れにあって、たいへん厳しい状況が続きました。
私たちセンター一同、団体各位にとって快適な空間を提供するという基本にもう一度立ち返り、一歩ずつ
前進していく所存でございます。本年も変わらぬお引き立ての程よろしくお願いいたします。
　皆様のご健勝とご発展をお祈り申し上げます。（長谷川）
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センター情報
●団体活動にお役立てください！

第2回「NPO の会計・税金無料個別相談会」

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令和2年度の事業報告の他、市民活動団体同士の交流を深めるための楽しい企画
を計画しています。オンラインでの開催も検討中！スケジュールに入れておいてくださいね！
日時●3月14日（日）13：30～15：30　　　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●無料 
内容●詳細が決まり次第HPでもご案内いたします

　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●2月10日（水）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

市民活動応援講座「動画による情報発信『目を引く動画の撮り方・作り方』」
　日ごろの活動を動画で発信しませんか？注目される動画とは？またその作り方とは？
プロの講師がわかりやすく教えてくれます。この機会に動画撮影・発信のコツを習得してみましょう。
日時●1月30日（土）13：30～16：00　　　場所●ひらつか市民活動センター
講師●市川靖洋氏（株式会社ボンド　代表取締役）
定員●20名（先着順）　※スマホ・タブレットをご持参ください。
対象●NPO法人、市民活動団体、関心のある方　　　参加費●500円（資料代） 

『ひらつかボランタリーフォーラム』
　　　　　　　　　　　　　開催！！

平塚市情報 ●ロッカー・レターケース申込受付開始!!

『ひらつかボランタリーフォーラム』
　　　　　　　　　　　　　開催！！

　令和３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。
申込期限●令和３年３月７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

予告

　　本年もどうぞよろしくお願いいたします
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　センタースタッフ一同

新年あけましておめでとうございますごあいさつ

平塚市情報

　令和２年９月４日から１０月９日まで、市民活動団体や自治会町内会などの地域で活動する団体、
事業者、大学等が市内で実施する、地域の課題や困りごとを解決する活動・取組みを募集しました。
今回は、３５事例の応募の中から、１１事例を年間大賞として表彰します。
表彰団体の一覧は、市ウェブサイトを御覧ください。

URL● http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/kyodo/page37_00022.html
お問い合わせ●平塚市役所協働推進課　市民協働担当　
電話●０４６３－２１－９６１８　

平塚市みんなのまちづくり事例表彰年間大賞決定！
第２回第２回

平塚市みんなのまちづくり事例表彰年間大賞決定！
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センター
レポート パフォーマンス部門

屋外出店部門

セミナー・ワークショップ部門

表彰式

撮影協力：湘南フォトファミリー　小川 達久さん、中戸川 幸雄さん、山鼻 健二さん

大賞
『幸せいっぱいでしょう』
　麻奥久美子さん

第2位
『なんてったってむらたこうのすけでしょう』
　村田弘之介くん

第3位
『きっと明日は晴れるでしょう』
　石川朱美さん

団体特別賞
『これからもみんなで仲良く科学の力で頑張りましょう』　
　平塚市中原中学校科学部の皆さん

　デコレーションマスク大賞の表彰を行いました。
市民活動推進月間実行委員会マスク部会の企画によって開催されたデコレーション
マスク大賞期間中に116 枚の素敵なマスクが集まり、センター内に展示、381名の
方に投票いただいて大賞を決定しました。
　受賞された皆さん、おめでとうございます！

■湘南いきいきリンパの会
■日本吹き矢連盟湘南なぎさ支部
■崇善西老連　
■フラ・プルメリア　
■（一社）平塚市観光協会

■NPO法人　地球の木・平塚　　
■NPO法人　平塚のら猫を減らす会
■国際ソロプチミスト平塚
■（一社）OHANA
■市民活動センター　

■NPO法人 ひらつか IT サポート
■ひらつか防災まちづくりの会
■医療生協かながわ
■女性防災クラブ平塚パワーズ
■市民活動センター
■親と子の寺子屋ふれあい自遊塾
■平塚花のまちづくりの会
■NPO法人 血管医学研究推進機構

▲湘南いきいきリンパの会

▲日本吹き矢連盟湘南なぎさ支部

崇善西老連▶ ▲（一社）平塚市観光協会

▲フラ・プルメリア

▲NPO法人地球の木・平塚（左）・国際ソロプチミスト（右）

▲（一社）OHANA

▲NPO法人
　平塚のら猫を減らす会

市民活動センター▶

▲女性防災クラブ
　平塚パワーズ

▲市民活動センター

▲医療生協かながわ

第1位　
日本吹き矢連盟湘南なぎさ支部の皆さん

第2位　
ひらつか防災まちづくりの会の皆さん

第3位
ナパサクラブの皆さん

左記４名以外の皆さん
にも素敵な賞がつけられ、
閉塞感いっぱいのこの時期
に明るい光が灯されました。
マスク大賞にご協力くださっ
た皆さん、ありがとうご

ざいました！

　11月の推進月間中に団体さんのチラシをセンターに展示し、来所された方々に投票していただきました。
素敵なチラシばかりで、どれに投票していいか迷っちゃう、という声も多く聞かれました。

チラシ大賞の表彰を行いました。

　ひらつか市民活動センターでは、11月の1ヶ月間をひらつか市民活動推進月間とし、ご賛同いただいたNPO/
市民活動団体の活動をオンラインや展示、情報紙等で紹介、また、11月29日（日）はひらつかボランタリーフォ
ーラムをひらつか市民活動センター及び崇善公民館にて開催しました。来場者・参加団体の皆様にはソーシャル
ディスタンスにご協力いただき、トラブルもなく無事に開催することができました。（当日来場者数220名）
　社会情勢が大きく変化する中「市民活動の火を灯し続けることが大切」、「ピンチをチャンスと捉え新たな課題に
チャレンジしたい」等の貴重なご意見もいただき、平塚の市民活動の底力を感じた一日となりました。
　市民活動推進月間実行委員会の皆様には、半年間にわたってご協力いただき、誠にありがとうございました。
紙面を通じて御礼申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          センタースタッフ一同／平塚市協働推進課

ひらつかボランタリーフォーラムひらつかボランタリーフォーラム
2020年11月29日（日）開催報告

ゲスト　津久井克紀さん（平塚市社会福祉協議会ボランティアセンター）

　　　　栗原邦夫さん（崇善地区自治会連絡協議会会長）

　　　　平田昇さん（NPO法人平塚のら猫を減らす会理事長）

　　　　元島新さん（平塚のスマホの困りごとを解決する会・平塚ユーチューバー）

　　　　坂田美保子（ひらつか市民活動センターセンター長）

司　会　山田美智子さん（平塚花のまちづくりの会代表）

　オープニングセレモニーは、「市民力を
結集して防災に強いまちをつくろう」と題
したフォーラムを開催しました。
　5名のゲストから、風水害や大地震に立
ち向かうには、様々な組織・団体が連携し
て防災力を高めることが重要、そのために
はまず顔の見える関係づくりが大切、今日
をきっかけに作っていきましょう、と連携
を約束しました。

※紙面の都合上すべての団体の画像を紹介できず申し訳ありません。

▲ひらつか防災まちづくりの会

▲NPO法人ひらつか I Tサポート

午後の部では、５つの団体が日頃の活動の成果を発表しました。

　センターの外では、５団体が出店しました。
おまつりとは違い、賑わいを創出することはでき
ませんでしたが、それでも出店してよかった、
来年はこれまで通りのおまつりがしたいね、等の
感想が寄せられました。

　8団体によるセミナー、ワークショップが行われました。
それぞれが生活に活かせる内容とあって大好評でした。
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P.1………………新年のごあいさつ
P.２～P.3………センターレポート 『ひらつかボランタリーフォーラム』
P.4………………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！

第2回「NPO の会計・税金無料個別相談会」

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令和2年度の事業報告の他、市民活動団体同士の交流を深めるための楽しい企画
を計画しています。オンラインでの開催も検討中！スケジュールに入れておいてくださいね！
日時●3月14日（日）13：30～15：30　　　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●無料 
内容●詳細が決まり次第HPでもご案内いたします

　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●2月10日（水）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

市民活動応援講座「動画による情報発信『目を引く動画の撮り方・作り方』」
　日ごろの活動を動画で発信しませんか？注目される動画とは？またその作り方とは？
プロの講師がわかりやすく教えてくれます。この機会に動画撮影・発信のコツを習得してみましょう。
日時●1月30日（土）13：30～16：00　　　場所●ひらつか市民活動センター
講師●市川靖洋氏（株式会社ボンド　代表取締役）
定員●20名（先着順）　※スマホ・タブレットをご持参ください。
対象●NPO法人、市民活動団体、関心のある方　　　参加費●500円（資料代） 

『ひらつかボランタリーフォーラム』
　　　　　　　　　　　　　開催！！

平塚市情報 ●ロッカー・レターケース申込受付開始!!

『ひらつかボランタリーフォーラム』
　　　　　　　　　　　　　開催！！

　令和３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。
申込期限●令和３年３月７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

予告

　　本年もどうぞよろしくお願いいたします
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　センタースタッフ一同

新年あけましておめでとうございますごあいさつ

平塚市情報

　令和２年９月４日から１０月９日まで、市民活動団体や自治会町内会などの地域で活動する団体、
事業者、大学等が市内で実施する、地域の課題や困りごとを解決する活動・取組みを募集しました。
今回は、３５事例の応募の中から、１１事例を年間大賞として表彰します。
表彰団体の一覧は、市ウェブサイトを御覧ください。

URL● http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/kyodo/page37_00022.html
お問い合わせ●平塚市役所協働推進課　市民協働担当　
電話●０４６３－２１－９６１８　

平塚市みんなのまちづくり事例表彰年間大賞決定！
第２回第２回

平塚市みんなのまちづくり事例表彰年間大賞決定！


