
30 No.
����శ݉ڕ�
Ï༹�శÐ

号

ƨƿƚƁ߳ฎԗǤȜǨÁऩඔࠅƨƿƚƁ߳ฎԗǤȜǨÁऩඔࠅ

CONTENTS

ȟȶȑǸࡣൺොӦɠʘɤʡȜǕȂȫȃȫȗҖᢤțࡣൺොӦؽΑȱʁʎʘɫɈɇȗȖȔොӦȂȹȓ
Ǳȸ͗ȌȎȱǕȀȹǸȶොӦȄȵǳȕȄȓǱȸ͗ȌȎȿपસȄȫȆǖ

P.1……………新年のごあいさつ・平塚市情報
P.２～P.7 ……センターレポート 『ひらつか市民活動推進月間』
　　　　　　　　　　　　　　　『ひらつか市民活動センターまつり』開催報告
P.8……………平塚市情報・センター情報

ರผ༑ತ

1

झॕडफ़
ॎिफ़प

ନିଚଁၮᒦᓿඈቋᲰጴᶓ&
Ὥὲຨନିଚଁၮᒦᓿඈ୯୳ரଚୀ
 ᶐน

ନିଚଁၮᒦᓿඈቋᲰጴᶓ&
Ὥὲຨନିଚଁၮᒦᓿඈ୯୳ரଚୀ
 ᶐน

　旧年中は大変お世話になり、ありがとうございました。
新しい年を迎え、皆様のご健康と益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。
　本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 　　　　　ひらつか市民活動センター スタッフ一同

ࢹࢨࢦࢸ

ຶආ᭟ࣶࣃࢻࢱࣄࣃࢨᴆ

ὭὮጴὭὲዛὤᴓὥଡᶐଋୂକᰌทჿତഠᜤ
ାୀὶ㈱ஒடஃႎ༂Ⴂ୭୳୷உፔᐩய
Ⴂᶋဝ௸ᐩயᨴၮᶋய
　　　　㈱ஒடஃᨄபြႢႢᶋႎ༂ᐩய
୭୳୷உἰᐩ

　この度、㈱マルハン平塚店様と㈱マルハン茅ヶ崎店様から「平塚市
協働のまちづくり基金」へ１０万６００円の御寄附をいただきました。
この基金は平塚市市民活動推進補助金などの市民活動団体や地域団
体等による公益的活動への補助等に活用されています。

新年あけましておめでとうございます。新年あけましておめでとうございます。
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झॕडफ़
ॎिफ़प

　ひらつか市民活動センターでは、11月 1日（火）～11月 30日（水）までをひらつか市民活動推進月間とし、
「チラシ大賞」「未来まちづくり掲示板」「センターマスコットキャラクター『たすけくんとあいちゃん』のぬり絵
展示」を行いました。
　また、11月 27日（日）には、3年ぶりとなる「ひらつか市民活動センターまつり」を開催しました。センター
まつりは6月に実行委員会を15団体17名で発足し、委員長に「ひらつか防災まちづくりの会」の原囿信夫さん、
副委員長に「平塚のら猫を減らす会」の小泉浩さんが選出され、毎月1回のペースでおまつりを盛り上げるため
の企画づくりや当日の運営までを話し合ってきました。
　当日は晴天に恵まれ、1階の崇善公民館と2階のひらつか市民活動センターの全館を使い、44団体が展示・
相談・物販・パフォーマンス等で出展し、日頃の活動の成果を披露しました。NPO法人、市民活動団体をはじめ、
小さなお子さんから年配の方まで、約1200人もの方にご来場いただき、久しぶりに賑わった一日となりました。
　開催に至るまでご理解ご協力いただいた実行委員の皆さん、崇善公民館、関係各位の皆様にはこの場を借り
て御礼申し上げます。ありがとうございました。

ନିଚଁၮᒦᓿඈቋᲰጴᶓ&
16ຨନିଚଁၮᒦᓿඈ୯୳ரଚୀ
ᶐน

ନିଚଁၮᒦᓿඈቋᲰጴᶓ&
16ຨନିଚଁၮᒦᓿඈ୯୳ரଚୀ
ᶐน

୵୫༶᯿

ॣૺૺஞஓ୷ୣb�b�
ॣୠரட୭ୟឝགྷၜᜡ 20ສb�b�b�
ॣୠரட୭ୟឝགྷၜᜡ 23ສ�
ॣ୩ர୭ସ଼ିଡb�
ॣNPOᓣఱ૾ତྰᧀb�b�
ॣNPOᓣఱ JUDO6b�b�
ॣஅ୩ୣஊb
ॣNPOᓣఱ୷யୖ ୣୗஊஉய
ୣஊ�ᕑඹஊ୷ୣb�
ॣନଦୀᴑତଠଁb�b�
ॣନିଚଁኼඟᯟୠஐୗୖමౖb�b�b
ॣନିଚଁᶬᗃଗଛଅୀତౖb�bb�
ॣNPOᓣఱஉணர୯ஈர៧ౖb

ॣᐓିଅฐଃᝉ�ᕑඹଠଋb�b�b�b
ॣᕑඹૺଃૺଃஞஅତౖb�b
ॣṖఘ୩ரஇ୭bW.C2bଊଗଓૼଋb�b�b�b�b
ॣᄒୈଚଠଆᢊ᧨ဌତౖb�b�b
ॣNPOᓣఱ༶ឃୠමౖb�b
ॣNPOᓣఱႎ༂ତିᙉୈᔾିଏౖb�b�b�
ॣႎ༂ତຮጬṬୈᤰ૾ୁౖ�b�
ॣႎ༂᧭ତଗଛଅୀତౖb�
ॣႎ༂๔Ჭᜑb�
ॣႎ༂ොତౖb�
ॣNPOᓣఱጛିଚଠଂୁᏡᴏၜᔏb�b�b
ॣᚷྰᚡଞ᭺ୀૼౖᕑඹႎ༂ὤ5..ὥ
ॣNPOᓣఱᕑඹNPO୩ர୯୳ரb�bb�b�b�b�b�b

୵୫༶᯿ଡ଼ஞரສ౩ὤ25ສ౩ὥ

ॣୖரୢஞரඎ
ॣᚨ௸ᢊႢ
ॣNPOᓣఱ୷யୖ ୣୗஊஉயୣ ஊᕑඹஊ୷ୣb�
ॣNPOᓣఱ ᕑඹNPO୩ர୯୳ரb

ገଡଊම൶ૺକଖૺକᐩὤኳំᚾὥ

♡ଊම൶ୀଂଞૼଊଌૺକὝ

୯୳ரஒ୭୧୷ୡୣ୳ரକଏଇଅଞૺଗହତଢୀပណ

ॣᕑඹᎷଂ௱႖័ຶ
ॣୠரட୭ୟ
ॣଚୁଵଣ႖័ຶ
ॣส႖័ຶ

ଢୀଡଊම൶ૺକଖૺକၮഖಖᥡ யຶ႖័ யຶສ౩ὤኳំᚾὥ
ॣଠଝଉ႖័ຶ
ॣႎ༂ಖᥡຶ
ॣ଼ૼଁୀಖᥡຶ
ॣ༮᷉௱ಖᥡຶ

♡ଊම൶ୀଂଞૼଊଌૺକὝ

館内に掲示した400 枚強のぬり絵は壮観で、
多くの方 の々目を楽しませてくれました。

༶᯿ NPOᓣఱஉணர୯ஈர៧ౖ
2 NPOᓣఱ୷யୖ ୣୗஊஉயୣஊᕑඹஊ୷ୣ
3 ႎ༂ොତౖ
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ஐୗୖᅣ᭵ନିଚଁତ៩
᧺ᤲତፓயᣍᷧஐୗୖᓿඈน

ፃ፟ଗଛଅୀቐណ፩

᧺ᤲᣈଝၮᒦᓿඈສ౩ୈፓயᣍᷧଜᢗଏୁஐୗୖᅣ᭵ନିଚଁତ៩ૐ
హႏଥ6กତẦᎢᚡ༶ྰᚡଂᶗଙଜଅୂକૐ6ጴଡᓿඈୈᶐཨ7ጴଁି8ጴଡ
ଁଇଜὲଚତສ౩ଋତஐୗୖᓿඈତ౩ẎଞፓୈᢟẎକૐ

　11月27日（日）のセンターまつりでは、1階の
ホールで大勢の観客の前で活動報告を行いました。
当日は渡邉百々香さん（大学1年）と高橋暖和（高校2年）
さんが登壇しました。試験と重なってしまい、参加
できなかった佐藤靖悟さん（高校2年）と渡邉万葉さん
(高校1年)は事前に撮影したビデオメッセージでの
報告となりました。
学校や習い事、アルバイト等で忙しい中、何度も推敲
を重ね、無事にボランティア情報誌「ひらつかの空」
の発行と活動報告会を終えることができました。

学生の報告を受けて団体の皆さんからは、
ढ़᧺ૺఱଂᓿඈଜଅୂୁଞສ౩ഖଡᓿᒩଂୁ
ତଝୀଂକૺૐ
ढ़କଅଋତఱଡତᮂṅଡᒩଛૺଜସିૺ
ᣆଡᓿඈଜଅୂୁఱୈ༌ଜૺଃକૺૐ
ढ़ిତോᴑତᓿඈଡସᶗᄒୈማଙଜ൸ଜૺૐ
とコメントを寄せていただきました。
「ひらつかの空」はホームページからダウンロード
することができます。是非ご活用ください。

ెสὰႏႥႎ༂ၮଥၮኦዐ90ฝႏୈᲑ૾କૐ10ႏჿତ100ฝႏୈᬲᴑଡ
জଉଠଗଡଠଙକିૺૺଠଉଠଉଞୈଙଜଵକૺ
ঝᓿඈଜૺଜྛଁଙକଉଞᐓଁଙକଉଞ
ୈቐណ፩ଡጬૺଜૺକଖଃକૐ

　●湘南の森
　●里山をよみがえらせる会
　●ひばり野のなかま達
　●平塚 花のまちづくりの会
　●NPO法人フードバンク湘南
　●NPO法人未来経験プロジェクト

ご協力いただいた市民活動団体（敬称略）

　いただいたコメントから、平塚の土地柄（豊かな
自然環境、農水産業・商業・工業の街、ゆったりと
思いやりのある市民性）を活かした未来まちづくり
に期待が寄せられていることがわかりました。
また、活動している団体さんからは、地域や市民
の方々との出会いと交流が大切、活動することに
よって多くの方々から感謝の言葉をかけていただき、

それが活動の源になっているという意見が圧倒的
に多かったです。
市民活動やボランティア活動に関わる人々が増え、
誰一人取り残さない共生社会のまちづくりに向け
て、令和5年度も皆さんと共に歩んでいきたいと
思います。

　未来まちづくり掲示板には70件ものコメントが
寄せられました。（以下抜粋）
❶こんなまちになったらいいな
ढ़ᤰ૾ୁାୀᭁૼାୀඈଏୁఱଂ༌૾ୁ
ढ़ᬰᶱᚭଡႏᶓ 1,000௦ఱଂᷧୁଡକૺὝଠୁૐ
ढ़ᦶᗛᚒ༊யତൔୈᓿଁೃႫଠጛିଂ፟ୁὝ
ढ़௰ୈᰚ૾ଜ ଚૺଝସᒩᱠଡ࿘ୀᔳ૾ୁଡ♡ᅌୂକႎ༂ତᦶᗛୈྻୀଠଂିᥡଶଡ
❷活動していて嬉しかったこと、楽しかったこと
ढ़ఱତჲଡକଙଜૺୁଞ࿉ᆁଝଃୁଉଞૐୀଂଞૼତᭁଥ౪ାୀତ൶ଞଠୀଏૐ
ढ़ഉະଡොଂଝଃକଉଞ !!
ढ़ᚭତᄬଢẶ൶ଡౖ૾କଉଞૐᐩଠఱଞଚଠଂୀୈማଜକଉଞૐᐷ࿉ᙯତᇁᆁ
ढ़ଠୁఱଡౖ૾କଉଞૐଓତଚଠଂୀଂ࿈ଝଏૐ

॑ᢀ 60กତଋଂ൸ྰ ᚡତนଡ᤹ୈ
ೖଇଜૺକૐ

॑༕ଜଅୂକᕀ邉ଋ(ၡ)
ଞẦᑉଋ()ૐ

「平塚をこんな
まちにしたい！」
という声を寄せて
いただきました。

「活動をしていて
こんなことがあった！」
という報告から
「これを楽しみに
活動してます！」
という声まて୍
様々です。
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झॕडफ़
ॎिफ़प

ტዛତᐩྥୈౖଊଞଡଊᎯഖଏὝ

ެݎ 屋外でのイベント & 出展の様子屋外でのイベント & 出展の様子
ர୯ரଥ SOZENஒர୵ତ
ᕿཆଝଏૐᙯຼଥྰ 3Ὰ 6ႏᚡତ15ఱଂᓿඈଜૺ
ଏૐଉତዛଥ OBତ௸ྰᚡସ൸ଜଅୂକૐ
ጲᲒଥዛḯତᣒᤤତᇁ፲ୈ᥈ૺଜૺକଖଅᑌౖଂଠૺ
ତଝహዛଥᡪ።ᕿཆଏૐଋ᥈ૺଜଅଖଋ Ὕૺ
ଞᒩାଅᕿཆଜଅଖଋૺକૐ

ဏ༯ଝଥᓿඈᢗତిዛᚥ
உୖரᴑᨤତᯣ༤ଝ༶
ૺଝକૐ

「NPO法人平塚のら猫
を減らす会」の

ブース。チャリティーバ
ザーとカレン

ダーの販売での出展でし
た。

日頃の練習の成
果を披露してく

れた

SOZENマーチン
グバンドの皆さ

ん

会場を取り囲むように掲出した出展団体ののぼり旗が、おまつりを一層盛り上げてくれました。

「ボーイスカウト平塚市連絡協議会」は恒例のパンダ焼き。今年も大人気でした！

「NPO法人 地球
の木・平塚」

では東南アジア
の国ラオスの

コーヒーや手芸
品を販売しま

した。

たすけ君バッジも登場！！

16ຨନିଚଁၮᒦᓿඈ୯୳ரଚୀ16ຨନିଚଁၮᒦᓿඈ୯୳ரଚୀ
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1F パフォーマンス会場の様子パフォーマンス会場の様子

1F 崇善公民館の様子崇善公民館の様子

ஏரடଝଥᑳୀஒ୬୷ୣୀஞஅ౩ኌฐଃᝉତ౩Ẏ
ସୀକૐ3ႏବୀଡଋତൣଝᇴḆଏୁଉଞଂ፟କ
ଞ᠕Ṉଝ᭺ଙଜଅୂକສ౩ଋଥᓿඈങᶐଡฅଇଜᑻୈᰴଵ
କૐ

1᷐ତ်ᒦṬଝସສ౩ଂᓿඈᢗပណ
ᘝᯣଝ፟ᤲୈᐓଜଅୂକૐ

「湘南いきいきリンパの会」は会場の皆さんとリンパ体操をしました。健康寿命を延ばしましょう！

実行委員長の原囿さんも吹き矢に挑戦！

ギターの演
奏と歌を

披露してく
れた

「ゆみぞう
melody」

活動紹介や相談対応で最後まで賑わっていました。

法人 地球の木・
平塚」

では東南アジア
の国ラオスの

コーヒーや手芸
品を販売しま

した。

たくさんの手作り品で出展した「NPO法人神奈川県障害者自立生活支援センター (KILC)」

写真撮影協力：「湘南フォトファミリー」

フーっ！！と楽しく健康に効果！
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「NPO法人 フラワーセラピー研究会」の作品の数々。中には “売約済” となっている物も…

「平塚の図書館を考え
る会」では

市内の図書館について
のアンケー

トを実施していました
。

可愛い木工品を持った
「ガールスカウト神奈川県第 2

団」

の皆さん。

会議室Cは展示・相談の出展で賑わいました。

「囲碁対局ボランティア三連星」のブース。真剣な表情で碁を打っています。

2F 市民活動センター会議室の様子市民活動センター会議室の様子
ౖใଂ༌૾କὝଞສ౩ଋତྛૺนସୀ
ෞౖଝସ፟ႏସନଚୀୈᶐଜᑯૺଞତ
༢ୈ༲ଅૺକଖଃକૐ

順番待ちの列ができていた「湘南リンパ 四季の会」。15分のリンパマッサージで癒されました。

ສ౩༞ତనᔂସᲰଵᢚཨสଁଠ᷷ອᒩଝକૐ

相模川の環境について解
説している

「相模川湘南地域協議会
」

「ひらつか災害ボランティアネット
ワーク」の防災釣りとバルーンアート。
子どもたちに大人気でした。

和気あいあいで
会話も弾みます！

飾りつけに精を出す「平
塚 花の

まちづくりの会」の皆さ
ん。

2F 市民活動センターミーティングスペースの様子市民活動センターミーティングスペースの様子



����శÏ༹�శÐڕ�Ï1R���Ð

7

▪R4ႏႥ୯୳ரଚୀତᚮᏴᭈ
▪࿉ཬใᶋ൬࿉ཬใᶋ
▪࿉ཬใౖዛ៊᭶
▪୯୳ரଚୀഉ౩ᚮഖ࿕ତᏴᭈ
▪ଚୀୡ୷୵୧ஈரତᓂ࿅
▪ပສ౩ඍᷧ
▪ပສ౩ᐔᬭ
▪ଚୀ୭୳ரෛ୵୫Ꭿயᅣᛸಘ
▪ᚮᎯତഒ౩ඟὤ୵୫༶᯿ଢୀὥ
▪ပສ౩࿅
▪ౖୖෛ᭶
▪ଚୀტዛତᇗౘૺତ᭶
▪ഉ౩ዩౖଡଚૺଜ
▪ൣዛෛტዛᕠଡଚૺଜ

▪࿉ཬใౖጵᄘଡାୁᤂ୷୶ᬔ౯
ὤ����� ಧὥ
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ᷧ Ὕୂஐୗ ὝୖၮᒦଞNPOତஒ୷୵నᔂౖ

NPOᓣఱତౖᭅய់ᴓಧᗙዃᮈౖ
　年度末を控え、会計・決算、税金のことでご不明な点はありませんか？
今年度は2回目の開催です。活動計算書の書き方など、税理士が懇切丁寧に
対応します。（＊当日は帳簿等を持参して頂くと更に詳しく相談できます。）
日時●2月8日（水）18:00～20:00　
講師●税理士　小原先生、徳永先生
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
　　　　　　　4団体先着順

　ボランティアをやってみたい市民とボランティアの受け入れを希望する
NPO法人・市民活動団体とを繋げるイベントです。
たくさんのご参加をお待ちしています。
日時●3月19日（日）13:30～15:30
対象●ボランティア活動をしてみたい方、市民活動に関心のある方
定員●30名　
参加費●無料

SDGsଝଚଠଂୃ Ὕૼສ౩నᔂౖ
　年に一度開催する、センター利用団体との交流会。今年は “SDGsと市民活動” をテーマに
カードゲーム2030を使って楽しく交流します。久しぶりに笑顔で語らいませんか？
日時●2月25日（土）13:30～16:00
ゲスト●一般社団法人SISA代表理事　小野利隆氏
対象●市民活動団体、センター利用団体　　　定員●40～50名　

ರผ༑ತ ܽॏथऍफ़ढ़ॎडफ़ओफ़छᑙᨺஐ৯ᬾഖ!!
　令和5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5年３月5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
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　旧年中は、ひとかたならぬご愛顧にあずかり、誠にありがとうございました。
本年も、皆様と共に今まで以上により良い「ひらつか市民活動センター」になるべく、誠心誠意励んでまいります。
　お気づきの点がございましたら何なりとご相談ください。（は）　　

※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。


