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平成 30 年２月 4 日（日）秦野市市民活動サポートセンターは、活動内容ＰＲのため、今年度も秦野
市保健福祉センターフェスティバルに参加しました。
当日は夏休みボランティア体験、パソコン講座や絵手紙教室などの写真展示、福祉関係団体紹介を展
示しました。4 階ホールでの風船でつくる「バルーンアート体験」は特に小さいお子さんたちのいる家
族連れに人気でした。可愛い絵柄の選べる「名刺作成」は、老若男女多くの方々がご自分の名刺やお孫
さんの名刺等をお持ち帰りになりました。例年どおりポップコーン、綿菓子の配布も行い、多くの来館
者で賑わいました。答えていただいたアンケートによると、サポートセンターを認知されている方が増
えているようで、今後もこのような機会があれば積極的に PR をしていきます。

写真展示・バルーンアート体験

オリジナル名刺作成

アンケート・スタンプラリー

福祉関係団体紹介・
絵手紙教室作品展示
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開催結果報告など

ボランティア
体験研修実施中

災害ボランティアセンター
設置･運営訓練の開催
日時：平成 30 年２月 18 日（日）

今年も春休みボランティア体験研修を実施し

午前 10 時～１２時３０分

ます。春休みは生徒から直接団体へ参加の申し

保健福祉センター地下駐車場

込みをします。次世代を担う青少年に対するボ

都心南部を震源域とするマグニチュード
７.３の都心南部直下地震が発生したこと
を想定し、災害ボランティアセンター設置・
運営訓練が開催されました。当日は市民な
ど８０人が参加し、ボランティアの登録・
求人・派遣の手続き、そして帰着までの流
れを確認しながら実際に行いました。
今後も迅速かつ円滑な活動の実現を目指
すためにも、加盟団体の皆様の御協力をよ
ろしくお願いします。

お 仲 間 紹 介

ランティア育成のため、加盟団体の皆様のご協
力をよろしくお願いします。
●

＊
＊
＊
＊

学生ボランティア受け入れ協力団体 ●
秦野日本語教室（中南米の人々を考える会）
秦野赤十字病院ボランティアグループ
こども邦楽育成会 KIDS Koto
特定非営利活動法人 みきフレンド

れんきょう通信では、新規参入団体をはじめ、毎号れんきょうの加盟団体
を紹介していきます。第４８号は防災活動団体４団体をご紹介します。

なでしこ防災ネット
女性の視点から地域の防災・減災に取り組
み、家庭における災害への備え、災害時の非
常食や生活用水、トイレの確保など、家庭の
主婦、女性の視点から家庭や地域での防災対
策を分かりやすく提案
し、楽しく実践してい
ます。

災害リハビリテーション支援チーム「PSVT」
東日本大震災を契機として災害医療・災害
リハビリテーション支援について各専門職の
立場から活動する目的でボランティアチーム
「Physiical support Volunteer Team :
PSVT」を神奈川県在住の理学療法士・アス
レチックトレーナー、医師、グラフィックデ
ザイナーの有志で結成しました。
災害支援活動と並行
して積極的な活動報告・
講宴活動を実施してい
ます。

はだの災害ボランティアネットワーク
大規模地震等の発災時の救助活動及び復
興支援活動の実施並びに市外からの災害救
援ボランティアに対するコーディネイトの
実施、平常時には救援訓練
・防災啓発活動の実施、災
害要援護者との協働作業を
実施します。

New Face
れんきょうの新しい仲間です
秦野市赤十字奉仕団
赤十字社のゴールデンルールである人
道の具現化のため地域に密着した救急法
や健康生活支援講座を普及します。献血
広報や秦野独特の活動である安全登山キ
ャンペーン、たば
こ祭りの救護支援等
の活動をします。

アマチュア無線クラブ
無線技術に興味のある方々で組織され、秦
野市と「災害時における非常無線に関する」
協定を結んでおり、毎週日曜日の 9 時 30
分から無線で災害非常無線
訓練を兼ねたネットコント
ロールミーティングを行っ
ています。
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市民活動
サポート事業

平成 30 年度支援６団体決定！
自主的で公益的な活動を行う市民団体へ
平成 30 年２月２5 日（日）、秦野市
立本町公民館にて平成３０年度市民活
動サポート事業の公開プレゼンテーシ
ョンが開催され、7 団体が応募しました。
第 2 次審査となる公開プレゼンテー
ションでは、書類審査を通過した団体に
よる熱のこもった発表が行われました。
審査の結果、６団体が支援事業に選ばれ
ました。

れんきょうは今後も、市民活動の活性化
を図るとともに、自主的で公益的な活動を
行う市民活動団体に対し、資金面での支援
を行う市民活動サポート事業を実施してい
きます。
活動の更なる発展を目指して行きたい市
民活動団体の方は、是非、来年度も実施し
ます市民活動サポート事業にご応募お願い
します。

平成 30 年度支援事業に選ばれた６団体
団体名
おはなしマム

申請額
支援事業
支援額
絵本の部屋（渋沢小に設置）の本の充実
による子どもたちへの本の貸し出しの 100,000 100,000
充実と発展

西湘フィルハーモニー 西湘フィルハーモニー管弦楽団
管弦楽団
第 7 回定期演奏会
いつまでも自分の脚で歩きたい

100,000 100,000
サル

秦野ノルディック＆ポー
コペリア（筋肉減少に気付くことで健康 100,000 100,000
ルウォーキングクラブ

寿命を延ばす）

秦野ひまわり

被災者、病を負う人々を囲んで触れ合う
100,000 100,000
居場所の会

秦野市赤十字奉仕団

幼児安全法・支援員養成講習会、幼児安
全法短期講習会

湘南シーガル

湘南シーガルフロアホッケー西小学校
100,000 100,000
プログラム
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98,928

98,928

お知らせ

平成３０年度

定期総会のご案内

はだの市民活動団体連絡協議会の『平成 30 年度定期総会』を下記のとおり開催します。
日時：平成 30 年 5 月１９日（土）
午前９時 15 分～10 時００分
場所：本町公民館 2 階多目的ホール
なお、引き続き午前 10 時１５分から『平成 2９年度市民活動サポート事業成果報告会』
『平成 29 年度提案型協働事業報告会』を行います。

平成 30 年度も募集します

サポセン 貸ロッカー
利 用 団 体

サポセン会議室

秦野市市民活動サポートセンターでは、平
成３０年度のロッカー利用団体を募集してい
ます（下表）。
団体活動に必要な機材・事務用品の保管場所
としてご利用ください。

秦野市市民活動サポートセンターでは、平
成３０年度の会議室利用団体を募集して
います。団体の活動、打ち合わせ、会議等
にご利用下さい。
また、印刷機、裁断機、紙折り機、パソコ
ン・プリンター、ラミネート機、なども揃
っていますので併せてご利用ください。

利 用 団 体

貸出期間

平成 30 年４月１日～
平成３1 年３月３１日

小型(18)

月額
（１年分を前納）
２００円Ｘ１２月＝2,4００円

編集後記

長尺(2)

月額
（１年分を前納）
４００円Ｘ１２月＝４,８００円

募集期間

平成 30 年３月３１日まで

受付方法

応募者多数の場合は抽選

今年も春休みボランティアの季節がやって
きました。一人でも多くの学生さんに気軽
に体験してもらい、将来秦野の市民活動を
活性化するためのフレッシュな力となって
くれればと願っています。皆様のご協力よ
ろしくお願いします。

◆れんきょう事務局◆
〒257－８５０１ 秦野市桜町１－３－２
秦野市役所市民部市民活動支援課内
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
4

