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年 4 回（6･9･12･3 月発行）2019

◆◆

年 6 月 15 日 発行

事 業 案 内

◆◆

富士山の生きものたちを写真や映像を見ながら学びます。また、自然素材を使って
クラフト体験や、ルーペで小さな自然の世界をのぞいてみましょう。
【日時】
：7

月 7 日(日)10:00～12:00(受付 9:30～)

【会場】
：御殿場市民交流センターふじざくら 2 階

大広間

【内容】
・富士山の野鳥、動物、昆虫、植物の写真や映像を見ながら紹介
【内容】
・ルーペで植物、鉱物など小さな世界を観察してみよう
【内容】
・自然素材を使ってクラフト体験(作品の持ち帰りあり)
【内容】
・石の紹介
【講師】
：NPO 法人 富士山の森を守るホシガラスの会の会員
【対象】
：親子/一般の方も可
【定員】
：50 名
【費用】
：無料
【申込先】
：7 月 4 日(木)までに御殿場市民活動支援センターへご連絡ください。
TEL：0550-70-6820 FAX：0550-70-6817(月曜以外の 9:00～17:00)

日常生活の中でのちょっとしたエピソードをわかりやすいイラストで表現しているパネル
展示です。男女共同参画について理解を深めて欲しいです。
【期間】
：６月 21 日(金)～6 月 28 日(金)
【会場】
：御殿場市民交流センターふじざくら 1 階廊下

市民活動団体の活動内容の紹介・会員募集、貴重な資料のなどパネル
展示を通して広く市民に知ってもらう発表展です。ご参加をお待ちし
ております。
【期間】
：8 月 20 日(火)～9 月 3 日(火)
【会場】
：御殿場市民交流センターふじざくら 1 階廊下
【展示/撤収】
：展示 8 月 20 日(火)午前中/撤収 9 月 3 日(火)午後
【参加費】
：無料
【募集】
：8 団体
【申込み/問合せ】
：御殿場市民活動支援センター

昨年の様子

◆◆

事 業 報 告

◆◆

御殿場市民活動支援センターとＮＰＯ富士山・御殿場ガイド御厨の風と
の市民協働講座として、5 月 29 日（水）市民交流センターで行いました。
49 名の参加があり 3 時間近い講座でしたが、今まで知らなかった御殿
場の歴史に皆さん興味深々に聞き入っていました。今回のお話は下記の通
りです。「古代の川の流れと御殿場・小山化石湖ものがたり」「萩原てくて
く歴史散歩」
「御殿場泥流」
「大野原八勇士」以上 4 つのお話をしていただ
きました。
参加者のアンケートでは、
「太古の地形に思いを馳せることができた。
」
「御殿場で生まれ育ったのに初めて知ることが沢山あった。
」などの感想が
寄せられました。

当支援センターが主催している「地図で見るふるさと講座」を、御殿場高校創造ビジネス科が
授業に取り入れたいとの依頼がありました。当講座は市内で活発に活動している市民団体の協
力を得て行っている為、5 月 17 日(金)にスタッフ 1 名が 1 時限の講座を行ってきました。こ
の体験の結果を基に協力団体と協議して、今後協力団体も講師として実施する予定です。

◆◆

市民活動団体からのお知らせ

家庭倫理の会御殿場市

会員募集

【子育てセミナー】
引きこもりはどこの家庭でも起こりうる。
◆日時：7 月 11 日(木)10:00～11:30
◆会場：御殿場市民交流センターふじざくら
◆費用：300 円
【子供倫理塾】
夏休みの勉強会(夏休みの宿題、みんなで頑張ろう！)
◆日時：8 月 10 日(土)10:00～13:00
◆会場：御殿場市民交流センターふじざくら
◆費用：無料
◆持ち物：やりたい宿題、弁当、水筒
◆問合せ：☎0550-87-6072（勝亦）
※託児がありますのでご利用ください。

御殿場卓球サークル

会員募集

卓球を通して友達を作りたい方、健康な体づくりを
したい方、一緒に卓球を楽しみませんか！
◆日程：毎週火曜日 13:00～15:00
◆会場：御殿場市民体育館
◆費用：200 円
◆問合せ：☎080-6313-2304(磯中)

◆◆

NPO 法人 防衛技術博物館を創る会
【真夏の戦車まつり】
東富士演習場で開催される「富士総合火力演習」に
合わせて、富士総合火力演習のライブビューイング
とトークショーを開催します。
◆日程/会場：8 月 24 日(土)トークショー(御殿場
駅周辺)／25 日(日)ライブビューイング(THE
GOTEMBAKAN 3 階 大広間)
◆費用：無料
◆問合せ：メール:tank@k-m-d.com.jp(小高)

御殿場吹奏楽団

会員募集

【第 39 回定期演奏会】
曲目…マードックからの最後の手紙/交響詩「海」
より第 3 楽章/シネマトリロジー第 3 楽章/パプリ
カ他
◆日時：9 月１日(日)開場 13:00～/開演 13:30～
◆会場：御殿場市民会館 大ホール
◆費用：前売券・当日券 500 円/高校生以下無料
◆問合せ：go-go-gosui1979@aol.jp (御殿場吹
奏楽団公式メール)

朗読奉仕グループ くろつぐみの会

御殿場霊峰富岳会

【対面朗読】
孤立しがちな視覚障がい者を対象に、小説・エッセ
イ・世の中の情報などを生の声で伝えたり、楽しく
会話したりするイベントです。一般の方の参加も歓
迎です。
◆日時：9 月 13 日(金)13:00～15:00
◆会場：御殿場市民交流センターふじざくら
◆費用：無料
◆問合せ：☎0550-89-1803(桑原)

【吟詠研究会公開】
詩吟の会です。お気軽に見学・聴講にご来場くださ
い。
◆日程：月 1 回第 3 水曜日 9:30～11:30
◆会場：御殿場市民交流センターふじざくら
◆費用：見学・聴講無料
◆問合せ：☎0550-89-1685(小川)
※ご来場される方は事前に連絡ください。

御殿場市五十雀山歩会
NPO 法人 富士の麓・水と緑と風の会
【黄瀬川魚つかみ取り大会(第 10 回記念大会)】

もろくぼ橋上流側に学年別の池(未就学児用・1～2
年用・3～4 年用・5～6 年用)を作り、ハンディなく
つかみ取りを楽しめます♪
◆日時：8 月 11 日(日)10:00～12:00(雨天中止)
◆会場：一級河川黄瀬川 もろくぼ橋付近
◆対象：小学生(保護者同伴)先着 100 組
◆費用：無料
◆申込み：富士岡支所 1 階 多目的ホール
◆受付日時：7 月 30 日(火)・31 日(水)13:00～
15:00
◆問合せ：NPO 法人 富士の麓・水と緑と風の会
☎090-9186-1478(久島)

ガールスカウト静岡県第 33 団
【ガールスカウト体験会】
屋外でのゲームや製作体験を通して、ガールスカウ
トの活動を体験しましょう。
◆日時：6 月 29 日(土)13:00～
◆会場：国立中央青少年交流の家
◆対象：小学生
◆費用：200 円
◆申込み：6 月 26 日までに☎090-80797236(岩田)

会員募集

会員募集

【第 665 回企画 入会希望者の体験山行】
おおむね 50 歳以上の方、生涯学習の一環で自然と
ふれあいながら市内外の低山、山野、旧跡を歩きま
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：9 月 8 日（日）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：JR 御殿場駅（電車で往復）
AB コース：つぶらの公園（8 ㎞ 4 時間程度）
BC コース：河村城址公園（6 ㎞ 3 時間程度）
CD コース：水緑まんぷくコース（5 ㎞時間程度）
◆費用：電車賃等実費
◆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。

御殿場黒澤明学術会
【黒澤映画についての討論】
黒澤明監督は、御殿場市内に別荘を持たれ、多くの
ロケがこの地で行われました。専門家やファンがこ
の地で撮影した事を研究し、ロケ現場を訪問してい
ます。市の歴史としても黒澤監督の名を残し、市民
と分かち合いたいと考えています。
◆日程：月 1 回日曜日 14:00～16:30
◆会場：御殿場市民交流センターふじざくら
◆定員：30 名
◆費用：年会費 1,000 円(カード代他)
◆問合せ：☎090-5784-1084(峯正也)

【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。

9 月 15 日号掲載の原稿締め切り⇒ 8 月 13 日(木)
※イベント、講座は 10 月～12 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/pdf/toukoukiji.pdf

◆◆

事務局からお知らせ

◆◆

当センターのメールアドレス・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

★新ホームページアドレス

https://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。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。

助成金情報
※4 月よりこのメンバーで支援
活動に従事しますので、よろしく
お願いいたします。

【住友理工 夢・街・人 づくり助成金 in 裾野・御殿場・長泉
／住友理工株式会社】
住友理工が重点的に取組む 5 つの分野に関する事業で、公益的
な地域課題の解決を図るための社会貢献活動に対して助成し
ます。
◆対象事業：ダイバーシティへの貢献、青少年の育成への貢献、
まちづくりへの貢献、市民活動への貢献、自然環境との共生へ
の貢献
◆助成額：夢づくりスタート部門／上限 5 万円(4 団体) 街・人
づくり部門／10 万円(2 団体)
◆〆切：7 月 13 日(土)～8 月 10 日(土)
◆問合せ：裾野市市民活動センター☎055-950-8875
◆ホームページ：(一社)マチテラス製作所 http://machitera.jp/
助成金募集事前説明会
●日時：7 月 6 日(土)14：00～15：00
●会場：裾野市生涯学習センター学習室 2
※事前説明会申込みは、裾野市市民活動センターへ

編集・発行 御殿場市民活動支援センター
（運営団体：特定非営利活動法人 市民活動広場ふらっと御殿場）
◆住所

〒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｣内

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

◆E-mail

FAX 0550-70-6817

info@.gotemba-npo.net
◆URL
https://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）
コーディネーター不在でも市民活動室をご利用いただけます。
「ふじざくら」の総合案内所で受付をして下さい。
◆交通アクセス 御殿場駅よりバス 10 分
路線バスが交流センター経由で運行します。
（お問合せは市民交流センターまで ☎0550-70-6800）

