～応援します！あなたの市民活動～
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◆◆

年 12 月 15 日 発行

事 業 案 内

◆◆

仲間同士のコミュニケーションをはじめ、講座など様々に利用できる便利な道具として、
活動や事業継続のために使いこなしましょう！
【日時】：令和 3 年 1 月 28 日(木)、29 日(金)
28 日〈LINE〉10:00～12:00〈Skype〉13:00～15:00
29 日〈Zoom〉10:00～12:00 13:00～15:00
【会場】：御殿場市民交流センターふじざくら第 3・4 会議室
【定員】：15 名(先着順)
【参加費】：無料
【対象】：市民活動団体・興味のある方ならどなたでも
【持ち物】：お持ちのパソコン、スマートフォン、iPad
【講師】：「抜本」芝原氏
【申込み】：1 月 21 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。

2030 年を目標とする SDGｓ(持続可能な開発目標)、自分たちの市民活動にどのように取
り入れ、取り組んだらいいのか？一緒に学びましょう！
【日時】：令和 3 年 2 月 11 日(木祝) 13:30～15:00
【会場】：御殿場市民交流センターふじざくら第 3・4 会議室
【参加費】：無料
【対象】：市民活動団体・興味のある方ならどなたでも
【定員】：40 名(先着順)
【講師】：御殿場市役所 未来プロジェクト課職員
【申込み】：1 月 31 日(日)までに御殿場市民活動支援センターへご連絡ください。

年末年始休館のお知らせ
年末年始休館のお知らせ
年末年始休館のお知らせ
下記 8 日間、御殿場市民活動支援センターはお休みです。
令和 2 年 12 月 28 日(月)～令和 3 年 1 月 4 日(月)

◆◆ 事 業 報 告

◆◆

毎年開催しております、市民活動見本市「元気わくわくごてんばフェスタ 2020」を 10 月 27
日(火)～11 月 7 日(土)に御殿場市民交流センター「ふじざくら」1F ロビーで開催しました。新
型コロナウイルス感染症感染予防のため、例年のような物品販売・体験型の催し、ステージ発表
などは行わず、今年は期間を長くして「展示」と「映像」で行いました。
【参加団体 展示】
・竈まちづくり推進協議会
・NPO 法人土に還る木森づくりの会
・御殿場市赤十字奉仕団
・手話サークルわらじ友の会
・はらぺこ食堂
・NPO 富士山・御殿場ガイド御厨の風
・旅カラオケ歌謡教室
・ガールスカウト静岡県第 33 団
・NPO 法人ノースガイア
・御殿場椿の会「見なおそう御殿場のツバキ」

【参加団体 映像(DVD)】
・ブックシェアリングごてんば
・Maohina
・ケ・カイ・マル フラ レファクラス
・手話サークルわらじ友の会
・はらぺこ食堂
・旅カラオケ歌謡教室
・御殿場市国際交流協会
・NPO 法人土に還る木森づくりの会

・災害ボランティアコーディネーター御殿場
・御殿場市国際交流協会
・御殿場市手をつなぐ育成会

コロナ禍での開催でしたが、多くの方にアンケートのご協力をいただきました。展示による開
催ということで、ゆっくりと団体の活動を知ることができたのではないでしょうか。ご協力く
ださった皆様ありがとうございました。

～豊かな人生は、良い人間関係をつくる話し方から～
10 月 22 日(木)に NPO 法人話し方 HR 研究所所属の土屋共栄氏を講
師にお招きし、御殿場市民交流センターふじざくら交流ホールにおいて
開催しました。今回は社会福祉課から要約筆記通訳者を 4 名派遣しても
らい、スクリーンに要旨を投影しながら実施しました。
話し方が上手くなる魔法はない。場数を踏むことが大切で、そのための
心の持ち方について、様々な角度からのお話しをして頂きました。
講座で学んだ事を日常生活において是非、実践してみてください。

◆◆

市民活動団体からのお知らせ

家庭倫理の会御殿場市
【子育てセミナー】
「みんなと違うの？わが子の発達」

NPO 法人防衛技術博物館を創る会
会員募集
【情報提供】

の街を駆け抜けました。その『試製一号戦車』

◆会場：御殿場市民交流センターふじざくら第 3 会議室
◆費用：300 円(テキスト・お茶・お菓子代)

の 1/1 の模型を製作するプロジェクトを開始
するにあたり、情報提供をお待ちしています。

◆問合せ：☎0550-83-4258(安田)

古い戦車の写真などどんな些細ななことでも

※「講話」
「グループトーク」
「生活倫理相談」

構いません。

「質疑応答」等を通して子育て中の父親、母親に

◆問合せ：☎0550-82-2854(小高)

心がまえを伝え「希望・喜び・安心」を提供します。
勉強したい人募集しています。

月曜・木曜午前中のみ
メール:tank@k-m-d.co.jp

会員募集

【体操教室】
柔軟な筋肉は怪我から身を守ります。それには日ごろの
運動が大切！みんなで楽しくいたわりながら、動かしましょう！
◆日時：12 月 27 日(日)、令和 3 年 1 月 16 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
◆会費：無料
◆持ち物：運動しやすい靴、飲物、タオル
◆講師：フィットネスインストラクター 杉山和代氏
◆問合せ：☎0550-82-4939(國武)

会員募集

93 年前に日本で初めての国産戦車が御殿場

◆日時：令和 3 年 3 月 7 日(日)10:00～11:30

御殿場市手をつなぐ育成会

◆◆

NPO 法人まごころ
会員募集
【ご案内】
障がいのある人達、支える人達の役に立
つ相談支援事業所です。
一人で悩まないで気軽にご相談くださ
い。
◆問合せ：☎090-8856-2559(小澤)

◆◆

事務局からお知らせ

◆◆

御殿場市では、市民と行政が協力・連携して公共的な課題の解決に取り組む「市民協働型まちづくり」を
推進しており、市民活動団体と行政がともに取り組む事業に補助金を交付し、支援しています。
令和 3 年度に実施する事業を、以下のとおり募集します。
1.募集する事業
団体と市の担当課が協力・連携して実施する事業で、地域課題の解決など、御殿場がより住み良いまちに
なることを目指すもの。※応募にあたっての詳しい条件は、募集案内をご確認ください。
・はじめの一歩事業

上限 5 万円

これから活動を始めようとする団体におススメ！

・市民提案事業

上限 30 万円 市との協働により、団体の専門性・特性が発揮できるもの

2.応募方法/審査・決定
団体と市の担当課で一緒に事業計画をつくり、期限までに必要書類を市民協働課に提出してください。
※ 提案会(3 月 22 日(月)開催予定)を経て、補助金の交付の可否等を決定します。
3. 応募締切
令和 3 年 2

この補助金についてもっと知りたいと

月 22 日(月)

4.お問合わせ・ご相談

きは、市民協働課までお問い合わせく
ださい。また、市ホームページに掲載す

御殿場市 市民協働課(しみんきょうどうか)

る「募集案内」を御確認ください。

〒412-8601 御殿場市萩原 483 番地

URL https://www.city.gotemba.lg.jp/gyousei/g-

TEL

0550-82-4308

Mail

kyodo@city.gotemba.lg.jp

16/g-16-1/2624.html

【ホームページ】
【Facebook】
編集・発行 御殿場市民活動支援センター
◆〒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 4 日
◆TEL 0550-70-6820
FAX 0550-70-6817
◆E-mail info@gotemba-npo.net
◆ＨＰＵＲＬ https://gotemba-npo.net/
【メールアドレス】 【メールマガジン】
◆メールマガジン申込みアドレス
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）
≪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

