れんきょう通信
はだの市民活動団体連絡協議会 通信 NO.51

平成30年１２月1日発行

１１月３日(土)の市民の日に「れんきょう」は恒例のバザーを実施しました。当日はピンク
色のジャンバー姿の会員と中・高校生ボランティア 5 名が、企業・団体・個人の皆様からい
ただいたバザー協賛品や、毎年人気の出来立て綿菓子・ポップコーン、秦野名水でいれたコー
ヒーなどを販売し、盛況な中無事終了しました。収益金は「はだの市民活動いきいき基金」に
積立て、市民活動サポート事業等市民活動の活性化を図るために活用させていただきます。

バザー収支決算
収入

３０万５５０１円

支出

１２万４０７１円

収益

１８万１４３０円

🌸協賛企業等(50 音順、敬称略）

㈱アイエンス 浅見一義 荒井憲一 イオンリテール㈱イオン秦野店
㈲石塚商会 出雲大社相模分祠 ㈱越前屋 大秦野カントリークラブ
㈱小田原百貨店渋沢店 ㈲かまか商店 ㈲川口製粉製麺 三恵㈱
サントリービバレッジサービス㈱湘南支店 ＪＡ全農かながわ秦野綜合工場
しぶさわ薬局 十全堂㈱ 手芸ボランティアクラブ
セブン‐イレブン秦野市渋沢２丁目店 ㈱タカキベーカリー秦野工場
㈲高橋紙店 立花屋茶舗本店 東海大学政治経済学部学部長 前田 成東
㈱東京カントリー倶楽部 日産プリンス神奈川販売株式会社秦野店
秦野ぶらり会 秦野遊技場組合 日立製作所労働組合神奈川県西支部
フローリストせきど ㈲芳甘菓豆芳 ㈱ホンダカーズ中央神奈川秦野東店
ヤオマサ㈱渋沢店 ㈱ヨークマート西大竹店 ㈱リンレイ秦野工場
ワークマン秦野店 和田呉服店
毎年ありがとうございます！！
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１２月２５日締切
平成 31 年度

市民活動サポート事業

れんきょうが市民活動を応援します!!

支援金額

150,000 円

過去の支援回数制限はありません。

募集期間 平成 30 年１１月 5 日（月）～平成 30 年１2 月 25 日（火）
第一次審査（書類審査）

平成 31 年１月 22 日（火）

第二次審査（公開プレゼンテーション）

平成 31 年２月２4 日（日）

結果発表

平成 31 年３月中旬頃

支援金の交付

平成 31 年４月以降

★ 応募のご相談・お問い合わせ先： れんきょう事務局 ☎８２－５１１８
★ 応募書類・案内書・手引き等は、市民活動サポートセンターホームページから
ダウンロードできます。http://www.saposen.org/

保健福祉センターフェスティバル参加
平成 31 年２月 3 日（日）※予定
秦野市保健福祉センターフェスティバルが開催されます。今年
度も市民活動サポートセンターでは活動内容の展示、バルーン
アート、名刺の無料作成を行います。ポップコーン等のプレゼ
ントもご用意しておりますので、皆様お誘いあわせの上、是非
お立ち寄りください！！

2

お知らせ
平成 30 年度

市民活動実務講座

はじめての助成金申請

チラシ作りから始める

市民活動団体の広報講座

助成金申請について、「活用法」「申請
書の書き方」といった初歩から詳しく学
びます。申請を考えている団体さん、ご
参加お待ちしています。

チラシ作りから団体の広報を一緒に考え
ませんか？グループワークで実践的に
「コツ」を教えていただきます。
当日、パソコンは使用しません。
日時：平成 31 年 2 月 24 日（日）
午後 1 時 30 分～４時
場所：秦野市保健福祉センター
３階・第４会議室
講師：照山 倫広 氏（ざま市民活
動応援広場 理事）
対象：市民活動団体、ボランタリー
活動をしている方
定員：３０名（先着順）
受講費：無料
申込み：２月 17 日(日)まで

日時：平成３１年３月５日(火）
午後１時３０分～３時３０分
場所：秦野市保健福祉センター
３階・第４会議室
講師：藤井 京子 氏（ソーシャル
コーデネートかながわ理事・
准認定ファンドレーザー）

定員：３０名（先着順）
受講費：無料
申込み：2 月 26 日(火)まで

3 件ともお申し込みは秦野市市民活動サポートセ
ンターにお電 話 か来 館 でお願いいたします。

第 12 回はだの雑学大学

☎ 83-1760

せんしばんたい

道祖神は千姿万態
毎回その造詣の深さで多くの参加者から支
持を得ている武先生の道祖神シリーズ第四
弾が開催されます。これまで三回は、秦
野、神奈川、日本と、範囲を広げて楽しい
道祖神のお話しをしていただきましたが、
今回は日本各地の珍しい道祖神を紹介する
とともにこれまでの道祖神の里めぐりにお
けるエピソードをお話いただきます。

日時：平成 31 年 1 月 27 日（日）
午後 1 時３０分～3 時まで
場所：秦野市保健福祉センター３階・
第４会議室
講師：武 勝美 氏
定員：60 名（先着順）
受講料：300 円（資料代）
申込み：1 月 20 日(日)まで
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新しいれんきょうの仲間です

食生活改善推進団体主催

ア イ デ ア
料理コンテスト

おはなしでてこい

11 月 17 日（土）保健福祉センターにて市
内の小・中学生対象に、秦野の特産品を使
ったアイデア料理コンテストが行われまし
た。応募総数 614 点の中から選ばれた 11
名の作品が、味はもちろん、作業手順・盛

秦野の民話を広く後世に伝えること、ま
た民話を伝える『語り部』の育成を目的
としています。
丹沢山麓秦野の民話の紙芝居を作成し、
市内及び近隣地区で広く伝えます。読み
聞かせの対象は世代を問いません。紙芝
居の内容と地域の
関連を理解し、併

り付け・後片付けまでを審査され、「特別
賞 炎の料理人賞」「丹沢はだの名水賞」
などが選ばれました。

せて『紙芝居』の
魅力も伝えていき
ます。

開 催

祝

なでしこ防災ネットおよび吉田トシ子
会長が表彰されました。

編集後記

平成３０年 6 月に『生活学校・生活会議
運動全国大会』が開催され「なでしこ防
災ネット」が平成 30 年度あしたの日本
を創る運動推進功労者表彰にて会長表彰

日一日と寒さも身に沁みて参りました。
秋晴れとなった 11 月３日「市民の日れ
んきょうバザー」はたくさんの人で賑わ
いました。バザーに携わって頂いた皆

（団体）を受賞されました。また、9 月
には吉田トシ子会長が内閣府に置かれた
「エイジレス・ライフ実践事例(個人)｣選
考委員会にて選ばれ、表彰されました。
同団体は女性の立場に立った各種防災に
関する活動や震災復興支援が認められ、
これまでも数々の表彰を受けています。

様、ご協力ありがとうございました。
これから第 12 回雑学大学、保健福祉セ
ンターフェスティバル、市民活動実務講
座などイベントが目白押しです。
改めまして皆様のご協力
をお願い致します。

◆れんきょう事務局◆
〒257-８５０１ 秦野市桜町１－３－２
秦野市役所 市民活動支援課内
TEL： 0463-82-5118 (直通)
FAX： 0463-82-6793 (共通)
◆秦野市市民活動サポートセンター◆
〒257-0054 秦野市緑町１６－３
（保健福祉センター４階）
TEL・FAX：0463-83-1760
URL： http://www.saposen.org
MAIL: hadano@saposen.org
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