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◆◆ 事 業 案 内

◆◆

御殿場市内で活動している団体の活動紹介・会員募集、資料などをパネル展示と YouTube で紹介します。
【参加団体】
・御殿場 HSC 親子の会
・御殿場市手をつなぐ育成会
・ボーイスカウト御殿場第 6 団
・NPO 法人富士山ホシガラスの会
・生涯学習ボランティアセンター(ひろがり学習塾)

昨年の様子

・御殿場椿の会「見なおそう御殿場のツバキ」
・NPO 法人エコハウス御殿場

「こちらを読み取るか、YouTube ホーム画面で

・ふじざくらカローリングクラブ

『御殿場市民活動支援センター』で検索してください

・御殿場市国際交流協会

〈配信 6 月 24 日(金)～〉

・御殿場市五十雀山歩会

『Zoom』は使い勝手の良さから瞬く間にポピュラーとなり、市民活動団体や自治会などでも活用されて
います。しかし、‟まだ利用したことがない方”や ‟使い方がよく分からない方”を対象に「Zoom 活用入
門講座」を開催します。
【日時】令和 4 年 7 月 28 日(木) 13:00～16:00
【会場】御殿場市民交流センター「ふじざくら」1 階 第 1・2 会議室
【定員】10 名(先着順)

【参加費】無料

【対象.】Zoom 初心者
【講師】鈴木真保氏(インストラクショナルデザイナー)
【持ち物】(お持ちのパソコン、スマートフォン、タブレット)のどれか１台、
イヤホン付マイク

昨年の様子

【申込期間】6 月 9 日(木)～7 月 15 日(金)17:00
【申込み・問合せ】御殿場市民活動支援センター ☎0550-70-6820
メール：info@gotemba-npo.net

あなたの市民活動を動画で PR しませんか。お持ちのスマホやタブレットを使って動画編集を
体験しましょう！
【日時】令和 4 年 9 月 18 日(日)13:00～16:00
【会場】御殿場市民交流センター「ふじざくら」1 階 第 1・2 会議室
【対象】市民活動団体
【定員】10 団体(1 団体につき 1 端末) 【参加費】無料
【講師】宮田岳氏(NPO 法人 ITOE 理事長)
【申込期間】8 月 5 日(金)～9 月 9 日(金)17:00
※応募者多数の場合は登録団体を優先します。
【申込・問合せ】御殿場市民活動支援センター ☎0550-70-6820

◆◆

協働事業報告

◆◆

4 月 23 日(土)に御殿場市民交流センターふじざくら交流ホールで「ふじざくらカローリングクラブ」との協働
事業「カローリング体験会」を行いました。たくさんの方に参加していただき、初心者の方もすぐにルールを把握
し、楽しい体験会になりました。
体験会に参加された後に、地域の行事で行うことになった地区や
富士特別支援学校での体育祭で競技種目として、子ども達が実施
することになり、カローリング競技が広がっています。

◆◆

市民活動団体からのお知らせ
ふじざくらカローリングクラブ

【会員募集】

◆◆

会員募集

いきいきサロンやふれあいサロン、いきいきクラブや老人会等の活動内容に「カローリング」は、いかがでしょ
うか？「カローリング」は氷上のスポーツ「カーリング」を床上でもできるようにと考案されました。
年齢・性別・体力に関係なく、全世代で楽しめるコミュニケーションスポーツです。用具も無料で借りられま
す。ぜひ一度体験してみませんか？
【カローリング体験会】
◆日時：令和 4 年 6 月 20 日(月)、27 日(月)、7 月 11 日(月)、25 日(月)、8 月 8 日(月)、22 日(月)
9 月 12 日(月) 9：45～11：30
◆会場：御殿場市民交流センターふじざくら交流ホール、御殿場市体育館(6 月 27 日(月)のみ)
◆費用：100 円/回
◆持ち物：運動しやすい靴、飲料水、タオル、マスク
◆問合せ：☎、FAX：0550-87-3052(岡田)
※4 月に「御殿場小山カローリングクラブ」から「ふじざくらカローリングクラブ」に改名しました。

御殿場市手をつなぐ育成会 会員募集
【体操教室】

古文書を読む会

会員募集

【会員募集】

家の中で自粛生活が続くと筋力が低下し、柔軟性も

古文書を読む学習を通じ、古文書が書かれた時代や

損なわれる心配もあります。心身共にコリを解消しま

人々の思い等を知る。年に 1・2 度地区内の史蹟跡を

しょう。広い空間で一緒に運動しませんか？

訪問し、研修を深めています。

◆日時：令和 4 年 6 月 25 日(土)、7 月 24 日(日)
8 月 13 日(土)、9 月 25 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

古文書を読む会会報を年に 1 度編集し、会員や希望
者に配本しています。
【学習会】
◆日時：毎月第 2・4 水曜日 13：30～14：30
◆会場：御殿場市立図書館

◆講師：フィットネスインストラクター杉山和代氏

◆会費：年 5000 円

◆持ち物：運動しやすい靴、飲料水、タオル

◆問合せ：☎0550-82-0391(御殿場市立図書館)

◆会費：無料

☎0550-70-9730(杉山)

◆問合せ：☎0550-82-4939(國武)

※会報誌を 1 冊 300 円で販売しています。

090-7435-3652

わか草俳句会

会員募集

【会員募集】
俳句は 17 音の世界最短詩。自分(詠み手)の感動を
自分だけの俳句として作り上げ、他者(読み手)と共有
しませんか？脳のリフレッシュと活性化に！

ＮＰＯ富士山ごてんばサイクリングプロジェクト
【会員募集】

会員募集

御殿場市を中心に楽しく自転車の活動をしています。

【定例句会・吟行】

オリンピックも開催され、国内外からも最高のロケーシ

◆日時：月 1 回 毎月 20 日前後

ョンとされるこの地で、景色と美味しいものを楽しみな

◆会場：御殿場市民会館

がら一緒にサイクリングしませんか？

◆費用：半期 7000 円

初心者の方も気軽に参加できるようペースは、ゆっく

◆問合せ：☎0550-83-1715

り自転車の取り扱い等は、ベテランメンバーがサポート

メール：pxx06444@nifty.com(青山)

します。
※参加者は事前に自転車障害保険に加入をお願いしま

御殿場霊峰富嶽会

会員募集

す。 走行時はヘルメット・手袋の着用をしましょう。
◆問合せ：メール 5963goodjob@gmail.com(新田)

【御殿場吟詠研究会】
詩吟の会です。伝統文化である漢詩・和歌・俳句・
現代詩等、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。
【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)
空手道と協演

合吟-舞台風景

はぐっと(子育て支援有償ボランティア団体)
【イベント】

「こもれびかふぇ」

「こもれび」

「なむりん」

ひとりでがんばらなくていい。 お寺をもっと身近なばしょに

“いま”しかできないことをみんなでいっ
しょに楽しもう！
◆開催日：月 1～2 回

なかまはたくさんいるよ。

こそだて支援のばしょに。

◆開催日：月 1 回

◆開催日：月 1 回

◆会場：市民会館・玉穂支所

◆会場：十輪寺(小山町菅沼 289)

◆会場：市民会館・玉穂支所・けやき館など

けやき館など

◆対象：未就園児の親子

◆対象：産前・産後の家族

◆参加費：500 円

◆参加費：500 円

◆対象：だれでも
◆参加費：内容による

※詳しくはホームぺージでご確認ください。 https://hugood8989.wixsite.com/babykids

◆◆

事務局からお知らせ

◆◆

2017 年に開設 10 周年を記念して発行しました『御殿場市市民活動団体ガイドブック』を、開設 15 周
年を迎える今年度、発行することになりました。このガイドブックは、御殿場市民活動支援センターに登録
されている団体で掲載可能な団体の活動内容を各分野ごとにまとめており、団体間の情報交換や連携、新規
会員の募集等に資するものです。
前回のガイドブックは A4 サイズ・モノクロの冊子でしたが、今回は B5 サイズ・カラー・写真入りの冊子
になります。
【申込み・問合せ】
7 月 31 日(日)17：00 までに
御殿場市民活動支援センター
☎0550-70-6820 FAX：0550-70-6817

2017 年度版ガイドブック

メール：info@gotemba-npo.net

御殿場市民活動支援センターに登録されている団体の代表者・担当者・団体名・連絡
先が変更した場合は変更届の提出が必要です。変更のある団体は早めにご連絡くだ
さい。
また、脱退する場合も登録削除申請書の提出が必要です。
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】

