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◆◆ 御殿場市民活動支援センター紹介

◆◆

御殿場市民活動支援センターでは、市民活動(市民による自主的・主体的な活動)がより活発になるようサポ
ートをしています。
【相談】市民活動に関わる相談を随時受け付けております。
（月曜定休日）ささいなことでもかまいません。
お気軽に相談ください。※NPO 法人設立相談は予約制です。
【情報の提供】市民活動に関わる様々な情報を発信しています。
【講座・イベントの開催】市民活動に役立つ講座や団体の活動を広報するイベントの実施、団体同士の交
流ができる場の提供などを行っています。
【貸出備品・歴史的図書の閲覧】ビデオカメラやプロジェクター、パネルなどの貸出をしています。また文
化財に関するしおりや自然観察などの書籍をご覧いただけます。
【市民活動室】市民交流センターふじざくらにある「市民活動室」は、
市民活動団体の拠点としてお使いいただけるよう設置されています。
無料で利用いただけるミーティングルーム（予約はできません）には、
貸しロッカー（有料）
、印刷機（有料）
、紙折り機（無料）等を

【ホームページ】

備えています。是非ご利用ください。

https://gotemba-npo.net

詳しくはホームぺージの「センターについて」をご覧ください。

◆◆ 事 業 案 内

◆◆

毎年開催しています市民活動見本市「元気わくわくごてんばフェスタ」と同時開催「生活フェアごてんば」
はイベント名を 1 つにして今年度より「元気わくわく生活フェア 2022」として開催します。
市内で活動する市民活動団体が日頃の成果をパネル展示・映像(YouTube)で紹介します。
最終日(10 月 30 日)はミニイベント(物品販売・ワークショップ・ステージ発表)を行います。
・パネル展示：10 月 25 日(火)～10 月 30 日(日)9:00～21:30 最終日は 13:00 まで
・ミニイベント：10 月 30 日(日)10:00～13:00
・会場：市民交流センターふじざくら 1 階ロビー・廊下 ※ミニイベントは交流ホール・芝生広場

過去の様子

◆◆

事 業 報 告

◆◆

6 月 22 日(水)～7 月 3 日(日)ふじざくら交流ロビーで市民活
動団体発表展「ふらっと展」を開催し、市内で活動している 10
団体が参加くださいました。新型コロナウィルス感染拡大防止
のため、昨年同様「ふらっと展」の様子はパネル展示と
YouTube 配信で紹介しました。
【参加団体】
御殿場 HSC 親子の会/御殿場手をつなぐ育成会/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)/御殿場椿の会/NPO 法人
エコハウス御殿場/ふじざくらカローリングクラブ/御殿場市国
際交流協会/御殿場市五十雀山歩会
「こちらを読み取るか、YouTube ホーム画面で

参加いただき、ありがとうございました。

『御殿場市民活動支援センター』で検索してください

YouTube では、現在もご覧いただけます。

〈配信 6 月 24 日(金)～〉

講師は、静岡県 ICT エキスパート派遣事業を通し、
鈴木真保氏に依頼しました。
参加者は各自パソコンを持参し、Zoom で出来るこ
と、Zoom を始めるにあたって必要な機器等の説
明、ミーティングへの参加方法を学んだあと、3 つ
の部屋に分かれて Zoom 体験を行いました。
参加者からは「Zoom の基本がよく解り、とても良
かった。
」
「とても解り易かった。次はホスト側を学
んでみたい。
」などの感想が寄せられました。
いまだ新型コロナウィルスの終息が見えない中、
Zoom を活用し、
団体の会議やコミュニケーション
に利用していただけたらと思います。

◆◆

市民活動団体からのお知らせ

特定非営利活動法人土に還る木森づくりの会
【会員募集】
木工が好きな方一緒に楽しみませんか！

会員募集

◆◆

NPO 法人エコハウス御殿場
【御殿場の水と環境(湧水でティータイム)】
私たちが暮らす御殿場には豊かな湧水があります。

◆会費：6,000 円/年

二子の湧水を歩いて見学し、湧水の水でお茶を飲み

◆活動日：毎週水曜日 10:00～15:00

ながら二子地区のお話を聞きます。

◆活動場所：御殿場市竃 1442-1

◆日時：10 月 14 日(金)13:00～16:00

◆問い合せ：☎090-2908-2658(畑)

◆会場：二子公民館

【今後参加予定のイベント】

◆費用：500 円

●録化フェア

◆問合せ：☎0550-88-3337

●「小さな親切」運動

・10 月 22 日(土)
・秩父の宮記念公園
・植樹、木工体験

・11 月 5 日(土)
・再生の森(御殿場市水土野)
・植樹、下草刈り

●オープンハウス

◆持ち物：水筒または空のペットボトル、
雨具、歩きやすい靴・服装
※少雨実施

御殿場市五十雀山歩会

・10 月 23 日(日)

会員募集

【体験入会】

・国立中央青少年交流の家

電車、バス、徒歩で A～C の 3 コースを設定しま

・木工体験、木工品販売

す。A＝丸岳(山道)・B＝足柄大橋(里道)・C＝足柄
史跡探訪(街中)

MOA 美術館御殿場小山児童作品展実行委員会

◆日程：11 月 26 日(土)申込締切 11 月 16 日

【ボランティア募集】

◆集合時間：A＝8:00

子供達の創作する気持ちを育てたいと始まった作品展。

◆集合場所：A＝乙女駐車場

一緒に活動できる方を募集します。

◆問い合せ：☎0550-84-0299 または

【MOA 美術館御殿場小山児童作品展】

B・C＝9:30
B・C＝御殿場駅

☎090-7604-6075(長田邦久)

各小学校を経由して募集した作品展示(絵画、書写)、移動
店の企画、運営
◆日程：10 月 2 日～9 日

他

地域ねこ活動の会(にゃんくるわんくる)

◆会場：富士山樹空の森 他

【猫の譲渡会】

◆問合せ：☎080-3657-5616(藤井)

保護猫を家族に迎えませんか！
◆日時：9 月 25 日(日)13:00～15:00

茶道表千家宗沁会
【第 15 回 チャリティ茶会】
～こどもたちによるおもてなしお茶会～
集められた費用はラオスの子ども達の学業支援にあてて
います。昨年は 5 名の子どもの支援を行いました。
◆日程：10 月 22 日(土)
◆会場：二岡茶寮
◆お茶券：2,000 円
※初めての方は、親子お茶席体験をお勧めします。
◆問合せ：☎0550-89-6955(野木)

◆会場：富士見原集会所(御殿場市富士見原 1-33)
◆問い合せ：LINE：＠626wbktp
Mail：tiikineko@gmail.com
参加ねこ情報は HP をご覧ください。
にゃんくるわんくる[検索]

◆◆ 令和 4 年度

市民協働型まちづくり事業補助金

採択事業紹介

◆◆

御殿場市では、市民の皆さんと行政が協力・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。
本年度は以下の 10 事業が行われています。実施事業の詳細や補助金について知りたい場合は、市ホームページ
を御覧いただくか、市民協働課までお問い合わせください。

［採択事業］

● はじめの一歩事業

●おもちゃ病院事業

● 市民提案事業

（御殿場おもちゃ病院×富士岡支所・社会教育課）

●御殿場のトンボの移り変わりと環境教育事業
●ひろがり学習塾講師養成講座

（富士山トンボ池の会×環境課）

（御殿場市生涯学習ボランティアセンター×社会教育課）

●黒澤明監督と御殿場市

（御殿場黒澤明学術会×魅力発信課）

●御殿場の魅力発掘事業

（御殿場の魅力発掘隊×魅力発信課）

●はぐっと～みんなで子育て～
●家族を守るママ防災

【▲市ホームページ】

（はぐっと×子育て支援課（子ども家庭センター））

（ごてママ（御殿場ママ活情報局）×危機管理課）

●流産や死産、中絶等経験者のサポート事業
●観光ボランティアガイド養成講座

（Mallow～お空の天使を想う会～×健康推進課）

（御殿場ボランティアガイド協会×観光交流課）

●令和の世によみがえる御殿場馬車鉄道復元プロジェクト

（御殿場馬車鉄道研究会×社会教育課）

［お問い合わせ］ 御殿場市 市民協働課
〒412-8601 御殿場市萩原 483 番地

電話 0550-82-4308

Mail kyodo@city.gotemba.lg.jp

[市ホームページ］
https://www.city.gotemba.lg.jp/gyousei/g-16/g-16-1/18714.html

◆◆

事務局からお知らせ

◆◆

御殿場市民活動支援センター所長就任挨拶
本年 6 月の理事会で法人の理事長と支援センターの所長に就任致しました勝亦惠美子で
す。私は平成 20 年 10 月に御殿場市民活動支援センターが開設されて以来、令和 2 年 6
月までスタッフの一員として勤務しており、平成 24 年 2 月から法人の理事長を勤め、2
年ぶりに古巣に戻ってまいりました。どうぞよろしくお願い致します。いまだコロナ禍は終
息の兆しが見えておりません。しかし、このような時だからこそ、今可能な形での市民活動
を続け、閉塞気味な日常生活をより有意義なものにしていったらいいのではないでしょう
か。支援センタースタッフも気持ちを一つにして市民活動のお手伝いをしていく所存です。

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】

