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◆◆ 事 業 案 内

◆◆

2022 年度 6 月 22 日(水)～7 月 3 日(日) 市民活動団体発表展「ふらっと展」
7月

実施予定

Zoom 初級講座

8 月 実施予定

動画編集講座

10 月 23 日(日)～30 日(日)

市民活動見本市「元気わくわくごてんばフェスタ 2022」

11 月 26 日(土)
1 月 実施予定

市民活動団体連絡会
NPO 法人・任意団体の活動手続き

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を通して広く
市民に知っていただく発表展です。YouTube でも紹介します。
【期間】6 月 22 日(水)～7 月 3 日(日)
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 21 日(火)午後
撤収：7 月 3 日(日)午後
昨年の様子

【費用】無料
【募集団体数】10 団体(先着順)
【申込み】4 月 15 日(金)までに御殿場市民活動支援センターへご連絡ください

◆◆ 事 業 報 告

◆◆

市民交流センターふじざくら第 1・2 会議室で Zoom で会議やセミナーを
開催したい方を対象に中級講座を開催しました。
インストラクショナルデザイナーの鈴木真保氏を講師に迎え、Zoom の
操作方法や運営側(ホスト)として必要な準備、上手に運営する際の注意点
などを学び、実際に参加者同士でそれぞれホストになり、グループに参加
するワークを繰り返す体験をしました。参加者からは色々な機能をもっと
知りたいとのご意見があり、継続的に開催したいと思います。

市内で活動している市民活動団体、NPO 団体、
16 団体 16 名と、市民協働課から 1 名が参加し、
連絡会を開催しました。今年は、新型コロナウイル
ス感染症による市民活動への影響に関するアンケ
ートを事前に記入していただき、その集計結果と
参加団体の活動紹介・困っていることを資料にし、
活動の現状と今後の活動について意見交換を行い
ました。新型コロナウイルス感染拡大に伴い、活動
を継続する大変さや行政への要望など、たくさん
の意見がありました。

手書きやエクセルで帳簿付けをしている方や会計ソフト
を使いこなせているか心配な方を対象に、会計ソフトの使い
方や活用方法について、オンラインセミナーを開催しまし
た。参加者はソリマチ株式会社会計ソフト「会計王 21NPO
法人スタイル 30 日間無料体験版」をダウンロードし、講師
の説明と操作を見ながら実際に仕分入力しました。また、イ
ンターネットバンキングやクレジットカードなどを登録す
ることで明細をソフトに自動で取り込み、AI が自動仕訳を
するなど便利な機能を学びました。

◆◆

市民活動団体からのお知らせ

地域ねこ活動の会(にゃんくるわんくる)

◆◆

旅カラオケ歌謡教室

会員募集

【猫の譲渡会】

【♪待ってました！春・歌・花の交歓会】

かわいい猫たちが待っています。

旅カラオケ歌謡教室開設 42 周年定期発表会

◆日時：令和 4 年 3 月 20 日(日)13：00～15：00

『歌は声、声は息、息は生命力から体幹強化』唄って元

◆会場：中畑北地区コミュニティ供用施設

気に仲間作り、楽しい毎日を創出しましょう。

(御殿場市中畑 876-9)

◆日時：令和 4 年 3 月 26 日(土)13：00～

◆問合せ：tiikineko2013@gmail.com(小笠原)

◆会場：御殿場市民会館小ホール

★～保護猫を家族に迎えたい方の条件～

◆参加費：5,000 円

終生飼育・不妊去勢・完全室内飼育など。

◆問合せ：☎0550-89-3942(巣瀬)

※猫の譲渡には費用がかかります！

※日時・時間は変更になる場合があります。

御殿場小山カローリングクラブ
会員募集

【春からカローリング】

御殿場市五十雀山歩会
【第 694 回通常山行

会員募集

体験入会】

冬季オリンピックで日本チームが大活躍した氷上の

生涯学習の一環として毎月 2 回市内外の中低山・山野や

「カーリング」を床上でもできるようにと考案された「カ

名所・旧跡を歩いています。会員登録をしてバスや電車や

ローリング」が大人気です。さぁ、春から始めましょう！

徒歩で月 2 回の山行計画があります。歩く距離は体力に

◆日時：令和 4 年 3 月 21 日(月祝)、4 月 11 日(月)

合わせて 3 つのランクになっています。

4 月 18 日(月)、5 月 9 日(月)、5 月 23 日(月)

A ランク：12km 前後

6 月 13 日(月)、6 月 20 日(月)

C・D ランク：5km～8km 前後(本年より一緒にしました)

◆会場：御殿場市民交流センター

9：45～12：00
交流ホール

B ランク：10km 前後

リーダーのもと日帰りで一緒に楽しみましょう！

◆会費：100 円/回

今回は日本平・仏の里巡り(函南町)・三島市内散策コース

◆持ち物：運動しやすい靴、飲物、タオル

◆日時：5 月 21 日(土)(時間は申込時に確認して下さい)

◆問合せ：☎0550-87-3052(岡田)

◆費用：各コース別の乗車券代

【カローリング体験会】

◆集合時間：Ａランク：７時１０分

(７時２５分発)

子供から高齢者まで年齢・性別・体力に関係なく車椅子の

Ｂランク：７時４５分

(８時００分発)

方も気軽に参加できる楽しいコミュニケーションスポー

Ｃ・Ｄランク：８時４０分
(全てのランク)

ツです。一緒に体験しませんか？

◆集合場所：御殿場駅

◆日時：4 月 23 日(土)

◆申込み・問合せ：☎0550-84-0299

10：00～11：30

◆御殿場市民交流センターふじざくら

交流ホール

◆定員：24 人

(８時５５分発)

または

090-7604-6075(事務局

長田)

※コロナ禍で中止となる場合があります。４月２５日(月)

◆費用：無料

までにご確認下さい。

◆問合せ：御殿場市民活動支援センター

【会員募集】

※詳しくはホームぺージをご覧ください。

◆対象：おおむね 50 歳以上の人で団体行動のできる人
◆年会費：4,000 円(入会時に別途 1,000 円の名札代が

かかります。合計 5,000 円になります)

御殿場椿の会「見なおそう御殿場のツバキ」

※毎月入会ができますので事務局

【第 10 回御殿場椿まつり】

会員募集

椿の花を楽しむイベントです。

せください。

◆日時：令和 4 年 3 月 26 日(土)～27 日(日)
10：00～

会員募集

詩吟の会です。伝統文化である漢詩・和歌・俳句・現代詩

◆内容：
・椿花の展示(休憩室)、椿の生け花(母屋)
・お茶席(両日共)10：00～15：00
(お菓子が無くなり次第終了)
・椿関連の絵画等展示
①10：00

御殿場霊峰富嶽会
【御殿場吟詠研究会】

◆会場：秩父宮記念公園

・椿油絞り実演

長田までお問い合

②13：00

・椿まつり 10 回記念プレゼント(両日共)14：00～
(抽選で小さな椿の鉢花プレゼント

空くじなし)

◆費用：秩父宮記念公園入園料
(一般 300 円、小・中学生 150 円)
※御殿場市民の方は無料、駐車料金は有料(200 円)

等、古今の詩歌を幅広く選び、その感動を複式呼吸を基本
とする大きな声に出し研鑚しています。約 10～20 名の
会員が毎回集い、和気あいあいと力いっぱい吟じます。ま
さに自己の“気”を養い、心身の健康増進に役立っていま
す。
【御殿場吟詠研究会

公開】

◆日時：毎月第 3 土曜日 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(事務局

小川)

◆問合せ：☎090-9133-1224(松岡)

空手道と協演

合吟-舞台風景

わか草俳句会

ガールスカウト静岡県第 33 団
会員募集

【新入団者募集】

会員募集

【定例句会】
〈コロナ禍や悩みの尽きぬ年の暮れ〉

野外活動(キャンプや炊事など)、募金活動、スリラン

達者で長生健康管理に俳句はぴったり！！

カの少女の教育支援から東日本大震災以降は防災や

ネタを探しに歩きます。目と耳、気配、アンテナ光らせキ

減災、現在は主に SDGｓやジェンダー平等などにつ

ョロキョロ散歩。5・7・5 の世界で遊んでみませんか？

いて積極的に取り組んでいます。

◆日時：毎月 20 日前後

〈ガールスカウト活動を通じて育む 3 つのちから〉

◆会場：御殿場市民会館

① 自己開発

◆費用：半期 7000 円(6 月・12 月集金月)

・興味をもったことに挑戦し行動する力を育む

◆問合せ：☎0550-82-1885(勝又)

② 人とのまじわり
・人との交流を通じ尊重しあう力を育む

御殿場市手をつなぐ育成会

③ 自然とともに

【体操教室】

・野外活動を通じ、いのちや自然を大切に思う力を育

会員募集

心身共にコリを解消しましょう。広い空間で一緒に

む

運動しませんか？

★ガールスカウトのことや 1 日体験のことなど、お

◆日時：令和 4 年 4 月 17 日(日)、5 月 22 日(日)

気軽にお問合せください。

6 月 25 日(土)10：00～11：30

◆問合せ：✉girlscout33dan@gmail.com(鈴木)

◆会場：御殿場市民交流センターふじざくら交流ホール
◆講師：フィットネスインストラクター杉山和代氏
◆持ち物：運動しやすい靴、飲料水、タオル
◆会費：無料
◆問合せ：☎0550-82-4939(國武)
090-7435-3652

◆◆

事務局からお知らせ

◆◆

【ロッカー】
令和 4 年度ロッカー利用料金を 5 月末までに御殿場市民活動支援センターまでお支払いいただきますよう
お願いいたします。また、4 月以降継続されない場合は 3 月末までにご連絡ください。
年度の途中から利用される場合は申請書を提出した月からその年度末までの金額を一括前払いとなります。
途中で利用を取りやめた場合でも返金はできませんのでご了承ください。
1 ヵ月：大型ロッカー300 円(年間 3,600 円)

/

中型ロッカー200 円(年間 2,400 円)

【メールボックス】
メールボックスを次年度以降ご利用されない場合は 3 月末までにご連絡ください。新規にご利用を希望され
る団体は所定の申請用紙を記入の上、ご提出ください。

メールボックスは無料です。

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/
◆ＦＢ https://www.facebook.com/shiminkatsudo.gotemba
◆メルマガ shiminkatsudo-apply@gotemba-npo.net

【ホームページ】

