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◆◆ 事 業 案 内

◆◆

秋の恒例イベント 市民活動見本市「元気わくわくごてんばフェスタ 2019」を今年も「生活フェアごてん
ば 2019」と同時開催で行います！
市内で活動する市民活動団体が、展示・活動体験ブース・作品の販売・ステージでの発表を通して、市民
の皆様と交流を深める 1 年に 1 度のイベントです。
たくさんの『おたのしみ♪』を用意して、市民の皆様のご来場をお待ちしています。
是非この機会に様々な市民活動を「見て」
「知って」
「体験して」みましょう！
◆日時：10 月 27 日(日)10:00～14:00
◆会場：御殿場市民交流センターふじざくら
※雨天の場合は内容を一部変更して実施します(荒天時中止)
※ステージ発表は、館内の交流ホールステージで行います。

【参加団体紹介展】
市民活動見本市「元気わくわくごてんばフェスタ 2019」に
参加する団体を皆さまにもっと知っていただくためにパネル展示
を行います。
◆期間：10 月 17 日(木)～10 月 31 日(木)
◆会場：御殿場市民交流センターふじざくら 市民活動室
(どなたでも自由にご覧いただけます。)
10 月 27 日イベント当日は、本部の横に展示します。

◆◆

事 業 報 告

◆◆

7 月 7 日(日)ふじざくらで多世代交流講座『親子で学ぼう！富士山の自然』を開催
し、小学生親子２５組６６名が参加しました。
NPO 法人富士山の森を守るホシガラスの会の会員が講師を務め、普段見ることの
ない富士山の生きものたちを写真や映像で紹介。クイズラリーでは、クイズを解くヒ
ントとして、昆虫写真のパネルから昆虫の名前を探す/ルーペを使って複数のコケ類
の中から地衣類を探す/パソコンから鳥のさえずりを聞いて鳥の名前当て/磁石を使
って富士山の石を探す/箱の中の木の実を手で触って当てるなど、視覚/聴覚/触覚を
研ぎ澄ませる学習内容でした。また、クラフト体験では、自然の材料を使い工作する
ことで、植物の名前を知る機会となり、自然保護や環境保全への理解を深める講座と
なりました。

８月 21 日(水)～9 月 3 日(火)ふじざくら交流ロビーで市民活動団体発表
展『ふらっと展』を開催し、市内で活動している８団体が参加しました。
日頃の活動を一人でも多くの市民の皆さまに知ってもらうため、
それぞれ
の団体が工夫をこらして展示をしました。
【参加団体】ボーイスカウト御殿場第６団/Maohina(マオヒナ)/NPO 法人
エコハウス御殿場/NPO 御殿場フィルムネットワーク/GO!保護犬 GO(猫
も)/NPO 法人富士山の森を守るホシガラスの会/みくりやステップの会/御
殿場市五十雀山歩会

◆◆

市民活動団体からのお知らせ

御殿場市手をつなぐ育成会
【体操教室】
柔軟な筋肉は、怪我から身を守ります。それには、日頃
の運動です。一緒に体を動かしませんか！
◆日時：9 月 21 日(土),10 月 5 日(土),11 月 3 日(日)
12 月 21 日(土) 10:00～11:30
◆会場：御殿場市民交流センターふじざくら 交流ホー
ル
◆費用：無料
◆持ち物：運動しやすい靴、飲料水、タオル
◆問合せ：☎0550-82-4939(國武)

第 27 回 MOA 美術館御殿場小山児童作品展
夏休みに、御殿場・小山の小学校を通して応募してくれ
た絵画・書写を展示します。子ども達の素晴らしい作品
を是非ご観覧ください。※準備を一緒にしていただくボ
ランティアを募集しています。
◆日時：9 月 29 日(日)～10 月 6 日(日) 8:30～17:00
◆会場：富士山樹空の森 ビジターセンター2 階 企画展
示室
◆費用：無料
◆問合せ：☎090-8075-2473(勝亦)

◆◆

旅カラオケ歌謡教室

会員募集

【歌謡のつどい】
市民参加型による歌謡の祭典。
◆日時：11 月 16 日(土) 13:00～16:30
◆会場：御殿場市民会館大ホール
◆費用：2,000 円
◆問合せ：☎0550-89-3942(巣瀬)

特定非営利活動法人ヤベツの家
【福祉講演 テーマ「多様性を認め合うことの居心
地の良さ」
】
講師に、一般社団法人ミチシル代表 加藤照美氏を
お招きし、親の会「ミシチル」で交わされる親同士
の会話やフリースクールで接する子ども達との交流
を通して、大人も子供も一個人として、多様性を認
め合える空間を目指す日々のお話をします。
◆日時：10 月 14 日(月・祝)14:00～16:00
◆会場：御殿場市民交流センターふじざくら 第 4
会議室
◆費用：無料
◆問合せ：☎0550-89-9179(篠川)

カラフル・ヴォイス

わか草俳句会
【市民芸術祭俳句出展】
◆日時：10 月 26(土)27 日(日) 9:00～16:00
◆会場：御殿場市民会館 小ホール
◆費用：無料
◆問合せ：☎0550-82-1885(勝又)

Maohina(マオヒナ)

会員募集

【ホイケ発表会】

フラサークルとして活動を始めてから 4 年目を迎えま
した。会員は 5～70 歳代と幅広い年齢層で活躍し、3
つのクラスがあり、レベルや年齢にあわせて日々練習
しています。初めての発表会を富士吉田で行いますの
で、是非ご来場ください♪
◆日時：12 月 1 日(日)開場 13:00～ 開演 13:30～
◆会場：ふじさんホール(山梨県富士吉田市緑ヶ丘 2-5-23)
◆入場：無料
◆問合せ：☎090-3580-0064(田内)またはメール
maohinakt47@gmail.com

みくりやステップの会

会員募集

軽快なカントリー＆ウェスタン音楽に乗って 4 カップ
ル 8 人が手を取り合い、英語のコール(指示)により、
隊形を変化させながら歩いて踊るアメリカ生まれのと
ても爽やかなウォーキングダンスです。頭の体操にも
なるゲーム感覚のダンスを一緒に楽しみませんか♪
◆日時：(原則)毎水曜日 19:00～
◆会場：御殿場市体育館 研修室
◆会費：1,000 円/1 ヶ月
◆申込み：☎080-1202-6297(上山)

会員募集
大型絵本を使い、絵本に登場する複数の役を、
数人の声だけでなりきる朗読劇を公演しています。
セリフは台本を見ながらで覚える必要はないので、
興味のある方は一緒に活動してみませんか！
◆日時：毎週金曜日 9:00～11:30
◆会場：中清水コミュニティセンター
◆費用：500 円/年会費
◆問合せ：御殿場市民活動支援センター
☎0550-70-6820

御殿場市五十雀山歩会

会員募集

【第 669 回 11 月山行企画 体験入会】
8/1 現在の会員数は 313 名です。会員相互の健康
増進と親睦を図りながら、低山、史跡巡りで歩きま
す。A～D のクラスがあり、体力に合わせて各コー
ス選べます。一緒に歩きませんか！
◆日程：11 月 9 日（土）集合時間は各コース異な
る為、申し込みの際にご確認ください。
◆集合場所：裾野駅（電車で往復）
・AB コース：千福城址（12 ㎞ 5 時間程度）
・BC コース：願生寺（6 ㎞ 3 時間程度）
・D コース：大井町の里道（5 ㎞ 2.5 時間程度）
◆費用：電車賃等実費(お弁当・飲み物持参)
◆問合せ：事務局☎0550-82-1168（芹澤）
または、各支部長へ
※歩きやすい服装・靴、昼食・飲み物持参、
また、ウォーキングできる方で子供は対象外。

Happy ごてんば
【あわてんぼうのサンタクロース☆クリスマスイベント】
ドレス、タキシードを着て特大クリスマスツリーと
おめかし撮影。また、フリマやワークショップの出
店、全員がもらえるビンゴ大会とお楽しみ盛り沢山
のイベントです。
◆日時：12 月 8 日(日) 9:30～12:00
◆会場：御殿場市民会館 3 階 第 7 会議室
◆費用：500 円/子供 1 名
◆問合せ：happygotemba@gmail.com
※要予約、メールで申込みください。

【市民活動団体からのお知らせコーナー掲載団体募集】
会員募集やイベント、講座開催など掲載(無料)をご希望の団体は、当センターのホームページから投稿記事
フォームを印刷してご記入後、直接お持ちいただくか、FAX で掲載原稿をお送りください。紙面の都合上、
掲載できない、または、一部文章を省略させていただく場合があります。

12 月 15 日号掲載の原稿締め切り⇒ 11 月 15 日(金)
※イベント、講座は 1 月～3 月開催の記事でお願いします。
FAX：0550-70-6817
ホームページ： https://gotemba-npo.net/

◆◆ 事務局からお知らせ

◆◆

【メールアドレス・ホームページアドレスが変更になりました。
】
★新メールアドレス

info@gotemba-npo.net

※しばらくは旧アドレスも利用できますが、順次切り替えさせていただきます。迷惑メール設定やドメイン
指定受信をされている場合は、お手数ですが、新しいドメイン(＠gotemba-npo.net)からのメールも受信で
きるよう設定をお願いいたします。
★新ホームページアドレス https://gotemba-npo.net/

【メールマガシンアドレスが 11 月より変更になります。
】
★新メールマガジンアドレス

shiminkatsudo-apply@gotemba-npo.net へ空メールで送信してくださ

い。ユーザー登録後、11 月より新メールアドレスから配信開始となります。※9、10 月は旧メールマガジ
ンアドレスの配信となり、配信を希望される方は当センターへご連絡ください。ご不便をおかけいたします
が、ご理解とご協力をお願い致します。

【地域コミュニティ活動用宝くじ助成備品を無料で貸出します】
区などの地域コミュニティ組織の活動に使用できる、プロジェクターやテント等の備品を無料で貸出しま
す。是非ご活用ください。
【申込方法】
御殿場市民活動支援センターにて、申請書に自治会名/
代表者/使用日数(貸出しは原則 5 日間まで)/必要事項を
記入し、使用者の責任のもと、使用・返却をして下さい。
※この備品は、一般財団法人自治総合センターのコミュ
ニティ助成事業(宝くじ社会貢献普及広報事業助成)を受

プロジェクター

２台

展示パネル

20 枚

ワイドスクリーン

2本

展示パネル用ポール

40 本

ワイヤレスアンプ

2台

パネル収納運搬車

1台

ワイヤレスマイクロホン

4本

アルミテント(6 坪用)

2張

レーザーポインター

2個

テント用ウェイト

12 個

けて整備を行いました。
※月曜日は、当センタースタッフ不在のため、貸出/返却ができません。

編集・発行 御殿場市民活動支援センター
【ホームページ】
◆〒412-0042 御殿場市萩原 988 番地の１
御殿場市民交流センターふじざくら 市民活動室
開館時間 9:00～21:30
休館日 毎月第 1 月曜日及び 12 月 28 日～1 月 3 日
◆TEL 0550-70-6820
FAX 0550-70-6817
◆E-mail info@gotemba-npo.net
◆URL
https://gotemba-npo.net/
【メールアドレス】
◆メールマガジンアドレス
shiminkatsudo-apply@gotemba-npo.net
◆Facebook
https://www.facebook.com/shiminkatsudo.gotemba
◆コーディネーター配置時間 9:00～17:00
火曜日～日曜日（月曜日不在）

【Facebook】

【メールマガジン】

