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ರผ༑ತ

　この度、㈱伊達建設様と平塚経済懇話会様から
「平塚市協働のまちづくり基金」への御寄附をいただ
きました。 
　この基金は市民活動団体や地域団体による公益的
活動への補助等に活用されています。 ၮᶋଞ㈱Ⴜ᭓ᐩ ၮᶋଞႎ༂ᢟᔶᆭౖ᭮ᐩ

ຶආ᭟ࣶࣃࢻࢱࣄࣃࢨᴆ

झॕडफ़༑ತ
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6月17日（金）第1回まつり実行委員会を発足し、上記日程で開催することが決まりました。
センター登録団体の皆様の参加申込みをお待ちしています！

࣮ผቔክଶझॕडफ़ࢯ࣭ࣖ
ᬾႉተ൳ᴆᴆ

平塚市市政施行 90周年記念事業
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■「トトロの迷路」づくりに挑戦
　馬入水辺の楽校の自慢は、生きものいっぱいの自然
環境です。子どもたちにとって、面白いと思えること
がいっぱい詰まっています。
　取材した5月21日（土）は「トトロの迷路」づくり
を行いました。あいにくの天候でしたが、2家族6名
が参加していました。お話を伺ったところ、これまで
にも生き物調べやみんなの畑の活動に参加している
方々でした。
　「トトロの迷路」は竹林の中に造られた道で、当日は
整備のためにタケノコの刈り取りを行いました。放って
おくと竹林になり、歩けなくなってしまいます。布袋竹
（ホテイチク）という種類で、30㎝くらいで刈り取り、
茹でると美味しく食べられます。利き手で鎌を持ち、
反対の手は逆手にしてタケノコを持ち、切ります。
そうすると腕の下に空間ができ、鎌が滑っても自分の
腕を切らずに済みます。「現代の子どもたちは日常生活
の中でノコギリや鎌を使うことは殆どありません。
危険だからと言って使わせませんが、経験者がきちん
と指導すれば大丈夫です。今まで何回も実施していま
すが、一度も事故は起きていません。加えて言えば、

■楽校の現状とこれから
　楽校には人工的に造られた 3 つの池があります。 
ルールは「外から生きものを持ち込まない」。しかしな
がら、ウシガエルやアメリカザリガニ、ミシシッピア
カミミガメなどの外来種が侵入し、トンボのヤゴなど
を食べるなど、池の生態系を崩しています。ブラック
バスやブルーギルなどを放す人も多くて困っています。
「カエル池」は、普段は子どもたちの遊び場になって
いますが、2年に1度「かい掘り」といって、池の水
を抜いて外来生物の
駆除を行っています。
臼井さんは、「今年も
9月にかい掘りをす
るが、外来生物を完
全に駆除することは
難しい。」とおっしゃ
っていました。
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　2001年から「馬入水辺の楽校の会」として活動を開始し、2017年にはNPO法人格を取得。
「NPO法人 暮らし・つながる森里川海」（通称：湘南いきもの楽校）は、「子どもの時は子どもする」を合言葉に
子どもたちに自然と触れ合う場や機会を提供しています。
法人化されて5年を迎えた「湘南いきもの楽校」の活動を訪ね、理事長の臼井勝之さんにお話しを伺いました。
　■馬入水辺の楽校と湘南いきもの楽校
　相模川の河口域は馬入川と呼ばれています。「川の
自然と触れ合える場をつくろう」と市民、平塚市、国土
交通省との協働で「馬入水辺の楽校」を開校しました。
現在は湘南いきもの楽校が基軸となり、馬入水辺の楽
校を自然とのふれあいの場、環境学習活動の場として、
フィールドミュージアム（自然生態園）づくりに取り
組んでいます。市民参加でバタフライガーデンづくり
やトンボ池づくり、生きもの広場づくりなどを進めて
います。自然観察ガイドパネルを設置すると共に、カマ
キリ調べやバッタ飛ばし大会など多様な環境学習活動
を展開しています。「森と海はつながる」をコンセプト
に山梨の子供たちとつながる上下流交流会や海の自然
と触れ合う岸壁採集、みんなの畑などにも取り組んで
います。

■取材を終えて
　水辺の生きものに限ったことではありませんが、一度
飼ったのであれば、最後まで責任を持たなければならない、
安易な行動で生きものの棲む環境を変えてはいけないのだと、
改めて思いました。湘南いきもの楽校で遊び子どもたちの
笑顔にまた会いに行きたいと思います。　　（文責：二宮）
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　夏休みの間もたくさんのイベントが開催予定です。
この夏は自然に囲まれた水辺の楽校で過ごしてみては
いかがでしょうか。
　活動の様子はぜひホームページからご覧ください！

子どもたちはノコギリやスコップを使う事が
大好きです。」と臼井さんは話します。参加し
ていた小学1年生の男の子は鎌の使い方が
とても上手で、次から次へと刈っていました。

॑ତᲙᰮ

検索！ 湘南いきもの楽校
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　センターでは、「NPO法人を立ち上げ活動しているが、NPO会計が良く
わからない、企業会計との違いを教えて欲しい」などの相談が増えています。
　そこで今回は、NPO法人会計のおさらいをしてみようと思います。

　会計は聞きなれない言葉や専門用語が出てくるため、慣れないうちは大変かもしれませんが、
立ち上げ期からNPO会計の特徴を理解しながら取り組んでいくと良いでしょう。

おすすめポイント！

◆୯୳ரଝଥ់ᙲ༞ଡାୁಧᶌᮈୈፅଡႏὮຨᶐଜୀଏତଝଉଗିସଜ
ଊൔᚥଅଖଋૺૐ
◆13Oᓣఱౖᭅᕠමᮿౖତ୩ୈଊᬵଅଖଋૺૐ
ଓତ௸ଡଵଠଝ౸ Ὕૼ 13OᓣఱౖᭅᕠଞૺૼḰଂୀଏૐQ&Aყଡଠଙଜૺୁ
ତଝോଁୀଏૺଝଏૐ

ᐉౖᭅଞḏൔౖᭅତᎩፅଠᲽૺ

ᓿඈᭅᠱጬଞᯭಮᗤତᐔᚾ

ፅଠ୵୷ୣ

ᓿඈᭅᠱጬଞᯭಮᗤତᶗಋ

āࣞࡅɉཾێโɅ߰ȥɣຶȹࣸɬȽɀᆀܗɬߊ။ȳɥȭɂɬ

ᄆโɂȱɀȞɘȳăޏࣞࡅोɁɉᆀܗɈಶɂɄɥ༸௫Īେܗīɂ

ȷɦɅྣɞȱȹॄྣĪྣᅙīɅ࠲ȳɥĶഹܗोધஙķɬၡਠȱɘȳă

ɈඣɅݦಕɂੰოɬާȳɥȭɂɅɢɤĂຂ܄Ɉॄࣞࡅ

ᄵᅙɄ௶ၡɬอࢷȳɥɂࢼɅॴଞɈ။ীɬూɥȹɛɁȳă

āێၫĂNPOၭఱɉᆀܗɈယ༯ɬᄆโɅȱɀȞɄȞȹɛĂૢࣞɈॅ

റ౯ɞࡍࣸɄɃȦไಜɅᅙȯɦɀȞɥȥɃȠȥɈ௶ၡާɅ୭

๘ɬȤȞɀȞɘȳă୦ȽɀĂȷɈߤɈȹɛିȫଲȽȹ Īࣸޏ Ćྣ

൵ྣຑīɂȷɈࣸɈĂȳɄɩȻڳࣸĆࣸĆၒࣸĆࡍ

ࣸɈᆔɦɬცߊɅȳɥȹɛɅĶߤोધஙķɬȱɘȳă

ଌಕɬȳੰოஜɁȳăߤो༃ယɬୠोȱޏɍഹɬცɣȥɅȱĂǍɂྣᅙܗोધஙŜେߤ

൝ତൎŜȷɈஒᄵȳɥᅊࣸɞȷɦެڬɈદȦɃɦȺȫȜɥɈȥĂɘȹĂɃɦȺȫɈତࣸɄɃɈ
āāāāāā ȦȜɥɈȥɬĂNPOၭఱɬଲɤࠆȩ࠲बଞɅၡਠȳɥȹɛɅ൝ତൎɬȱɘȳă

āāāāāāāāāŦદĤএࣸĆᅊࣸĆଠᆤɄɃᄵवɈɜɈɂĂେࣸĆ൝ࣸɄɃჟवɜɈă

āāāāāāāāāŦĤၭఱȦளᅰૅပɩɄȫɦɊɄɣɄȞოɁĂပࣸĆତࣸɄɃă

Эॄ௵େܗ

āିଲޏ Ćྣૢ ࣞେܗɄɃ೨ఉߤɬฆȲɀદȦĶഝݡķȱȹঈۚɬȳɜɈă

āିଲޏ ĪྣۙޏȥɣฤࡖโɅૅပɩɦɥȤࣸīɉঈഥଌ੫Ʌࣸȯɦȹ૪Ʌो௫ȱɘȳă

āāŦࠄฤݨᄆɉିଲྣޏĆିଲࡍࣸĆૢࣞେܗɄɃăྼ ᅟɅܾȲɀିȫଲɤྣޏɬ౷ିۙޏଲޏ Ćྣ

āāāફିۙޏଲྣޏɄɃɅ੧ယݛȱɀɜᆯȞɁȱɡȠă

Юॄ௵ྣᅙ

āૢࣞྣĆࠣᆅྣɄɃĂદȦĶঌவķȱȹঈۚɬȳɜɈă

āॄ௵ྣᅙɉĂĪǍīૢ ࣞྣɂ (ǎ)ࠣᆅྣɅယȫĂȷɦȸɦࠄฤݨᄆɬಡฤȱɘȳă

ā(Ǎ)ૢࣞྣɉNPOၭఱȦᄆโɂȳɥૢࣞɬȠȹɛಞᅟȳɥྣᅙĪఱॣྣɞᄁ࿚ຑɈॄྣīă

ā(ǎ)ࠣᆅྣɉNPOၭఱɈ߂ହɈૢࣞɬࠣᆅȳɥȹɛɈྣᅙĪॄᆅოɈಮ୦ĆޏĆᆅૢޏɄɃɈॄྣīă

ЭߤोધஙɈࡖटܛ౷Ⴭੰદߗɂ൝ତൎɈࡖჂɈ౷ჍੰદɈငɈਗोߗɉێඳȱɘȳă

ЮߤोધஙɈ૫ࡖटܛ౷Ⴭੰદߗɂ൝ତൎɈ౷ჍੰદɈငɈਗोߗɉێඳȱɘȳă

Я൝ତൎɈદਗोɂɍ౷Ⴭੰદਗोɉێඳȱɘȳă

аຎࡖ౷Ⴭੰદഝঌߗɉ܄ᆀࣞࡅɁȠຎࡖᆀܗɅഊຎȳɥɜɈɁȳă

āāāŦ౷ჍੰદŁĪદīĜĪīɁધȯɦɥੇߗ

1

2

3

4

ብᜌᭅᠱጬ

ᐉ

ᓿඈᭅᠱጬ

NPOᓣఱ

யᎤଁିତᴓ
யᐉ༤௩

யౖᯮ
ய࿘ుᴓ
யൺᇁᴓ

யᬋൺᴓ
யཬᯮ


ᐉତᴓ
NPOᓣఱତᴓ

NPOᓣఱౖᭅତឈ



ૠ��������
ឝགྷၜᜡႎ༂ၮᬰᶱᚭ ���
TELॣ������������)$;ॣ������������
EகரடॣLQIR#KLUDWVXND�VKLPLQ�QHW
URLॣ http://hiratsuka-shimin.net
୯୳ரᵘສ౩ኴὤ���� ႏ �ጴ ��ዛᙯຼὥ
ᵘສ౩ኴॣ ��� ສ౩
ὤഖ᭕ၮᒦᓿඈສ౩…��� ສ౩ສ౩…��� ສ౩ὥ



編集後記

ନିଚଁၮᒦᓿඈ୯୳ர
ὤᶐṬዹᶓ 9ὶ��૪��ὶ��ႏፄႏཨዐ᭓ᗍᏴዛୈᶼଅὥ

୯୳ரତஒ୭୧୷
କଏଇଅ

����శÏ༹�శÐڕ�Ï1R���Ð

　初取材&団体レポートを書かせていただきました。
「湘南いきもの楽校」には30種類もの鳥が来るそうです。晴れていたらいろいろな声が聞こえて
きたかもしれませんね。一度楽校を訪れて、緑の中で深呼吸してみませんか？（に）
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ರผ༑ತ

　令和４年５月１２日（木）に令和３年度に実施した協働事業の報告会を開催しました。
協働事業に興味のある方は、平塚市協働推進課までお問い合わせください。

ᬶྥଝྰଲૼ 6'*V
SDGsカードゲームを使って親子（団体）で楽しく学んでみませんか？
夏休みの自由研究にもご活用ください。
日時●８月20日（土）13：30～16：00　　　講師●小野利隆氏 一般社団法人SISA代表
定員・対象●平塚市在住の親子（小学1年生以上）15組、市民活動団体（2人一組）　5組　　　参加費●無料
132ᓣఱତౖᭅய់ᴓಧᗙዃᮈౖ
　人気の個別相談会を実施します。会計・税金でご不明な点はこの機会をご利用ください。
日時●９月15日（木） 18：00～20：00　　　講師●税理士　徳永先生、小原先生
定員・対象●平塚市内で活動するNPO法人の理事長・会計（経理）担当者など4団体先着順
参加費●無料
★上記イベントはひらつか市民活動センターで開催します。感染症対策にご協力をお願いいたします。

ႎ༂ኼඟ᧯ஏரட
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❶『NPO法人ママプラグ×災害対策課』
　　「アクティブ防災」で作る、手をつなぎたくなる街平塚の防災力強化プロジェクト
❷『NPO法人ぜんしん×中央図書館』
　　図書館におけるボランティア体験を通した不登校・ひきこもり改善・自立支援事業
❸『NPO法人フードバンクひらつか×環境政策課』
　　平塚市食品ロス削減事業並びに相対的貧困解消事業
❹『NPO法人湘南NPOサポートセンター×協働推進課』
　　社会環境の変化に対応した地域活動の仕組みづくり支援事業

❺『ひらつか生物多様性推進協議会×環境保全課』
　　平塚市生物多様性保全推進事業
❻『ひらつか着地型観光推進委員会×商業観光課』
　　着地型観光プログラムの開発とイベントの周知及び実施

令和３年度実施市民提案型協働事業

令和３年度実施行政提案型協働事業

◆実施された協働事業の内容等はこちら◆https://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/kyodo/page-c_02194.html
　　　　　　　　◆当日の様子はこちら◆https://www.youtube.com/channel/UCOouvz9BGOhSqfSpyTdV0sQ/videos

平塚市市政施行 90周年記念事業


