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◆◆ 事 業 案 内
2021 年

6 月 17 日(木)～7 月 1 日(木)
7月

公開

9月

実施予定

オンラインによる市民活動団体紹介展「ふらっと展」

「オンラインで見るふるさと講座」

10 月 31 日(日)
11 月

◆◆

実施予定

12 月 16 日(木)

「Zoom 中級講座」
市民活動見本市「元気わくわくごてんばフェスタ 2021」
会計講座
市民活動団体連絡会

市民活動団体の活動内容の紹介・会員募集、貴重な資料などの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。今年は、パネル展示とオンラインでの団体紹介をします。
【期間】6 月 17 日(木)～7 月 1 日(木)
9：00～21：30 最終日は 15：00 まで
【会場】御殿場市民交流センターふじざくら 交流ロビー
【展示・撤収】展示：6 月 16 日(水)午後
撤収：7 月 1 日(木)午後
【費用】無料
【募集団体数】8 団体
【申込み】6 月 9 日(水)までに御殿場市民活動支援センターへご連絡下さい。
昨年の様子

◆◆ 事 業 報 告

◆◆

コロナ禍により 5 月 16 日(土)開催予定だった講座を 11 月 21 日(土)に開催しました。講師は当センタ
ー登録団体である「NPO 富士山・御殿場ガイド御厨の風」に依頼し、
「深沢城」
・
「御殿場の近代化と勝又
勝美」について学びました。歴史を知ることで今に活かし、郷土愛を育み、新たな御殿場の魅力発見に繋
がったのではないでしょうか。コロナ対策として YouTube での動画配信も限定公開で行いました。
※講座の様子の写真は次ページに掲載しています。

地図で見るふるさと講座

「深沢城」
堀口幸男氏

第5弾

11/21(土)講座の様子

「御殿場の
近代化と勝又勝美」
三井明氏

今年は 2 回開催予定しておりました市民活動団体連絡会を新型コロナウイルス感染拡大に伴い、1 回のみの
開催となりました.。コロナ禍において本来の市民活動もままならない中、試行錯誤しながらも活動を継続され
ている 16 団体が参加してくれました。
「御殿場ママ活情報局」と「NPO 法人富士山ホシガラスの会」の 2 団
体に『コロナ禍での活動』を発表していただきました。その後、各団体の代表の方に、自己紹介と活動内容を
話していただき、意見交換をしました。団体同士の交流もあり、意義のある連絡会になりました。

コロナ禍の中で、自由に会うことができない今、SNS を使って会員同士のコミュニケーションをはじめ、
教室・講座等に利用できる「Zoom・LINE・Skype よくばり講習会」を開催しました。
事前にソフトをインストールしてもらい、ご自身で出来ない方はセンターでサポートしました。
全く初めての方から、多少経験のある方までおられ、進捗状況もさまざまでしたが、基本を一通り体験
してもらいました。人と直接会わなくても皆さまの活動が一歩前に進むことを期待しています。申し込
みも沢山いただいたことから、Zoom のみ追加講座を 3 月 16 日(火)に行います。

今回はコロナ禍でもあり、講座の参加形態を会場と Zoom の 2 つにして、会場 6 名・Zoom6 名の計 12 名
で開催しました。Zoom に参加の方から、音声が聞き取りづらいというご指摘もあり講座の途中で様々な工夫
をしながら実施しました。講師は未来プロジェクト課の職員 2 名が務めて下さり、先例発表団体として、「は
らぺこ食堂(ブラスマ委員会)」に発表をしてもらいました。
パワーポイントや資料を通して、身近なものを例示しながら分かり易く説明してもらいました。参加した市民
活動団体の方々にも、自分たちの活動の何が SDGｓに結びつくのか、またどのように取り組めるのかを学ん
でいただきました。YouTube での動画配信も行っていますので、こちらもご覧ください。

「こちらを読み取るか、YouTube ホーム画
面で『御殿場市民活動支援センター』で
検索してください」

◆◆ 市民活動団体からのお知らせ
御殿場相撲甚句会

会員募集

◆◆

御殿場市五十雀山歩会

会員募集

【御殿場相撲甚句会】

【活動内容】

静岡では 3 番目の会として平成 18 年に発足！

何気ない暮らしの源は健康ですね。

全国大会、市民芸術祭、各施設の慰問など参加！

自分の足で山道を歩き四季のうつろいを感じ

「明るく、楽しく、元気よく」をモットーに稽古に

てみませんか？毎月 2 回、日帰り企画で中低山

励んでいます。

や地元のコースを歩きます。

◆日時：毎月第 2・4 土曜日

19:00～21:00

今年で創立 31 年目！生涯学習の一環で仲間が

◆会場：御殿場市民交流センターふじざくら

集い活動しています。

◆会費：月 3000 円

◆問合せ：☎0550-82-1168

◆問合せ：☎090-2263-4112(会長

中澤)

☎080-5152-5667(事務局

(事務局 芹澤)

栗原)

家庭倫理の会御殿場市
御殿場市手をつなぐ育成会

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：3 月 21 日(日)、4 月 11 日(日)、5 月 23 日(日)
6 月 20 日(日)

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

◆問合せ：☎0550-82-4939(國武)

会員募集

「講話」
「生活倫理相談」などを通して、子育て
中の父親や母親にお産や子育ての心構えを伝
え、「安心・希望・喜び」を提供します。
◆日時：4 月 22 日(木)、5 月 16 日(日)
10:00～11:30
≪テーマ≫子供の挑戦～親の見守り方
兄弟・一人っ子～それぞれの育て方
◆会場：御殿場市民交流センターふじざくら

◆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

【子育てセミナー】

杉山和代氏

調理室・第 5 会議室、第 3・4 会議室
◆会費：300 円(テキスト・お茶代)
◆問合せ：☎0550-83-4258(安田)

わか草俳句会

会員募集
【文化協会・カルチャー教室】
現在、生徒さん 7 名が作句に励んでいます。
頭をひねることが楽しい様です。好奇心も強くなり
良い副作用ができています。認知症予防にも効果あり！
◆日時：毎月第日曜日

10:00～12:00

◆会場：御殿場市民会館

会員募集
【カローリング体験練習会】
「そだねェ、もぐもぐタイム」で親しまれ氷上で
行う「カーリング」を床面でもできるようにと
考案されたニュースポーツ！一緒に始めてみま

研修室

せんか？

◆会費：3500 円(全 5 回)
◆問合せ：わか草俳句会(事務局

御殿場小山カローリングクラブ

◆日時：4 月 12 日(月)、5 月 10 日(月)
勝又)

6 月 21 日(月)、7 月 12 日(月)
8 月 30 日(月)

御殿場馬車鉄道研究会
【ご支援のお願い】

会員募集

10:00～12:00

◆会場：御殿場市民交流センター

交流ホール

◆会費：100 円

御殿場馬車鉄道の車両(客車)復元のためのクラウドファ

◆持ち物：運動しやすい靴、飲物、タオル

ンディング(寄付)にご協力ください。

◆問合せ：☎0550-87-3052(岡田)

※詳細は【READYFOR

御殿場馬車鉄道】で検索下さ

い。
◆寄付募集期間：3 月 26 日(金)

23:00 まで

◆問合せ：☎070-8543-5858(事務局

勝又)

※御殿場馬車鉄道は、明治 31 年から昭和 3 年まで御殿
場駅～篭坂駅(小山町)の約 18 ㎞を走っていました。そし
て「テト馬車」の愛称で沿線住民からとても親しまれてい
ました。現在、御殿場馬車鉄道の車両に関する資料は、ほ
とんど残っていません。今回のクラウドファンディング
をきっかけに、当時の現物に近い車両(客車)を復元したい
と思っています。

◆◆ 事務局からお知らせ

◆◆

当センターに登録されている団体に無料で貸し出します。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、申請書に団体名/代表者/使用日数(貸出しは原則 3 日以内)/必要事項
を記入し、使用者の責任のもと、使用・返却して下さい。

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
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）
◆TEL 0550-70-6820
FAX 0550-70-6817
◆MAIL info@gotemba-npo.net
◆ＨＰ https://gotemba-npo.net/ ◆Twitter https://twitter.com/Gshiminkatsudo
◆ＦＢ https://www.facebook.com/shiminkatsudo.gotemba
◆メルマガ shiminkatsudo-apply@gotemba-npo.net

【ホームページ】

