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新年あけましておめでとうございます

臨時休館のお知らせ

■NPO マネジメント講座
　「NPO のファシリテーション」
様々な思いを持って集まっている人のアイディアや想いをくみ取る
「NPO ならではのファシリテーション」を学びませんか？
　日時：2021 年 1 月 30 日（土）16：00 ～ 18：00
　　　　　　　   2 月 13 日（土）16：00 ～ 18：00
　　　　　　　   2 月 27 日（土）15：00 ～ 18：00
　会場：オンライン
　内容：ファシリテーションとは、基礎編から実践編まで
　料金：1,500 円
　対象：NPO・ボランティア団体で活動している方で、
　　　　全 3 回に出席できる方
　定員：30 名
　問合・申込：市民活動推進センター
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■藤沢市市民活動支援施設の臨時休館 1月13日（水）　  ～   　2月7日（日）

■NPOマネジメント講座「NPOのファシリテーション」 1月30日（土）・2月13日（土）・27日（土）

■ITサポート講座「団体のウェブサイトを作成しよう！」 2月15日（月）・22日（月）13:30～16:00

■臨時休館のお知らせ
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、神奈川県を含む 4 都県に緊急事態
宣言が出されたことを受け、市民活動推進センター、市民活動プラザ
むつあいは、下記の期間、施設を臨時に「休館」いたします。
　期間：2021 年 1 月 13 日（水）～ 2 月 7 日（日）

会議室の予約方法
　会議室のご予約はお電話にて承ります。

印刷の代行
　印刷や紙折り、ソート等を代行します。詳細こちら→

　様々なことに変化があった 2020 年が過ぎ、新たな年を迎え
ました。新しい生活様式、また上記にあるように感染症対策など、
社会の変化はまだまだ続くことが予想されますが、藤沢の市民
活動の火を消してはならないと支援施設として強く使命感を抱
いています。2021年も皆さまの活動が更に発展することを願い、
支援サービスの充実、また情報の受発信の場となるよう、スタッ
フ一同努めてまいります。本年もどうぞよろしくお願い申し上
げます。

　さて、今号では 2020 年の活動支援施設で起きた出来事を 3
大ニュースと題して振り返りつつ、次年度の支援事業へのヒン
トを探っていければと考えています。皆さまの活動の中でも 1
年間で感じた事など様々あったかと存じます。記録として残し
形にすることで、いつかどこかで役に立つポイントになるはず
です。ぜひ次ページ以降の特集記事を読みつつ、皆さまの 2020
年の活動に思いを馳せながら、独自の 3大ニュースを考えてみ
てはいかがでしょうか。

（つづく）

　新型コロナウイルス感染拡大に伴い、神奈川県を含む 4都県に緊急事態宣言が出されたことを受け、藤沢
市市民活動推進センター、藤沢市市民活動プラザむつあいは、下記の期間、施設を臨時に「休館」いたします。
急なご案内となり、大変なご不便とご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

【休館期間】2021 年（令和 3年）1月 13 日（水）から 2月 7日（日）まで
　・休館期間は、状況により変更する可能性があります。
　・お電話、メールでのご相談には対応しております。
　・会議室の予約はお電話にて対応いたします。
　・印刷や紙折り、ソートなどを代行しています。
　　 ※詳細は、市民活動推進センター・市民活動プラザむつあいまでお問い合わせください。

【お問い合わせ】藤沢市市民活動推進センター　　　　　　　藤沢市市民活動プラザむつあい
　　　　　　　  0466-54-4510　　　　　　　　　 　　　　   0466-81-0222
　　　　　　　  f-npoc@shonanfujisawa.com　　　                  f-npoplaza@shonanfujisawa.com

■プラザ de 学ぶ「広報媒体を知る講座」 2月7日（日）　　　        14：00～16：00

■NPO・市民活動・地域活動のための IT講座
　「団体のウェブサイトを作成しよう！」
無料ウェブサイト作成ツール「Jimdo」で、ウェブサイトを作成して
みましょう。ウェブサイトの仕組みから実践まで 2 週の連続講座です。
　日時：2021 年 2 月 15 日（月）13：30 ～ 16：00
　　　　　　　   2 月 22 日（月）13：30 ～ 16：00
　会場：市民活動推進センター　会議室
　内容：ウェブサイトの仕組み・作成（実践）ほか
　料金：1 団体につき 2,000 円
　対象：NPO・市民活動・地域活動に関わっている方
　問合・申込：市民活動推進センター

GRAFARE  FU J I SAWA Ｆ
※ビル名が変更になりました

■プラザ de 学ぶ～私たちの市民活動を知ってもらう～
　「広報媒体を知る講座」オンライン講座（Zoom）
広報の目的の違いを、掲示物と Web を例に、その特徴から何を意識
して作るかを確認します。また、実際に湘南台駅地下市民活動紹介
展示に向けてパネルを作成していただきます。
　日時：2021 年 2 月 7 日（日）　14：00 ～ 16:00
　対象：団体活動の広報に関わる方（受講のみも可能です）
　参加：無料（展示参加：20 団体）
　申込締切：2 月 4 日 ( 木 )※メールでお申込みください。
　問合・申込：市民活動プラザむつあい

湘南台駅地下市民活動紹介展示【参加団体募集】
　展示期間：2 月 19 日 ( 金 )～ 3 月 11 日 ( 木 )
　※詳細は、2 月 7 日講座にてご案内いたします。

Fujisawa NPOCafe



一番早い、助成金の取り方

市民創造社会元年

特集 : 市民活動支援施設　2020 年　3大ニュース

vol.138

　市民活動団体は活動をされているみなさ
んの想いが一番の糧となり運営されていま
す。ただ、実際には運営するための資金が
もう少し必要だと感じている方も多いので
はないでしょうか。
　市民活動団体が資金を得る方法として、
会費・事業収入・寄付金・助成金（補助金
含む）・融資などが挙げられます。この中で、
会費の次に取り組みやすいのが助成金です。
　国や自治体だけでなく、多くの企業や組
織が助成金の募集を行っており、任意団体
が取れるものも多くあります。新型コロナ
ウイルス感染症への対応を含め、団体の取
り組みにご活用ください。

　助成金を獲得する際に大事なのは、” 適切
な助成元”に”適切な伝え方”をすることです。
助成元にはそれぞれ助成を行う目的があり、

それに沿った活動である必要があります。
また、団体の取り組みや特徴が、相手にき
ちんと伝わることも当然ですが不可欠です。
　しかし、想いが溢れる活動を相手に伝え
るのは、意外と難しいことです。相手も当
然に理解してくれるだろうと無意識に考え
てしまい、説明不足となってしまうことが
非常によくあります。あるいは、申請書類
の作成が大変な労力に感じ、そもそも伝え
ない（=応募しない）ことも多いのではな
いでしょうか。

　そこで活用していただきたいのが、推進
センターやプラザのスタッフです。両施設
では、日々様々な支援情報を集め、いつで
も閲覧できるようにしています。こういっ
た準備をもとに、活動の中身をきちんと伺
い、どの助成金に向けて何を書くか、また

書類をどう埋めていくかを一緒に考えてい
きます。
　緊急事態宣言に伴い、センターもプラザ
もしばらくの間は活動の場にできなくなり
ますが、相談相手としてぜひご利用くださ
い。「活動資金が欲しいです」とお声掛けい
ただくことが、適切な助成金を取る一番早
い方法です。（林）

その壱　支援施設情報誌がリニューアル！
　　　　（2020 年 6月）
　市民活動推進センターの情報誌として「NEWS LETTER
（ニューズレター）」を開館当初から月 1 回発行してきました。
慣れ親しんだ名称で 20 年余り発行し、登録団体の皆さまや
市内外の施設にお送りしていましたが、2020 年 6 月号より、
名称を「F-wave（エフ・ウェーブ）」と変更させていただき
ました。
　新しい情報誌は「藤沢から生まれ育った市民活動がこれか
ら新しい流れを作っていく、その流れに寄り添っていく NPO
支援センターでありたい」そんな想いをコンセプトにデザイ
ンし皆さまにお送りします。これからもぜひご覧いただけれ
ば幸いです。

その弐　海外と連携した講座をオンラインで
　　　　実施！（2020 年 10 月）
　分館「市民活動プラザむつあい」では 2020 年 10 月 3 日（土）
六会公民館の共催事業として『カカオ栽培から見える世界の
流れ～六会 , インドネシア・パプア , 気仙沼でつながろう～』
を開催しました。
　私たちにとって身近なチョコレートを通じてその原材料で
あるカカオの生産地インドネシア・パプア州の人々の生活を

知るイベントです。インドネシア・パプアとオンラインで繋ぎ、
リアルタイムで現地の様子を見ながら、現地の人々の話を聞
きました。
　まだまだ多くの人々が集まるイベントの開催が難しい中、
近日普及している「オンライン」を取り入れることで多くの
方々に参加いただけるイベントを開催することができました。
また、参加者の中には県外から参加される方もおられ、近隣
だけでなく遠く離れた土地にいる方々にもリアルタイムでつ
ながることができる新たな場をつくりだすことができました。

その参　推進センターの入るビル名が新しく
　　　　なりました！（2020 年 12 月）
　市民活動推進センターの入る「小島ビル」がビル全体のリ
ニューアルに伴い、「GRAFARE FUJISAWA（グラファーレ フ
ジサワ）」に変更となりました。
　らせん階段や外観の色調等が変更となり、雰囲気が明るく
変わりました。看板も新しく設置されましたので、休館期間
後にご来館の際はぜひ変わったところを探しつつ変化を楽し
んでいただけたらと思います。
また、障がい者用駐車スペースもビル１F 正面から地下駐車
場へと移動になりました。地下への入り口は下り坂になって
おり少々注意が必要ですが、駐車スペースは広く駐車しやす
くなりました。

　

　3 大ニュースいかがだったでしょうか。特に講座やイベン
トについてはオンラインでの開催を余儀なくされるのではと
思いますが、ピンチをチャンス、と考え、新しい開催の仕方
として皆さまにとって参加しやすい形を模索していければと
考えています。
今後も引き続き、市民活動支援施設のご利用お待ち申し上げ
ます。（記事作成　細矢・桜井）

　2020年11月21日、22日、日本NPO学会の第22年次

大会が開かれました。22日のGセッションは、「改めて、

市民社会創造を青臭く語る　～ポストコロナ時代の市

民社会とは～」と題し、日本NPOセンターの研究員であ

り、弊機構理事の椎野修平がモデレーターをしたセッ

ションを開催しました。パネリストの山岡義典氏（NPO

法人市民社会創造ファンド理事長）は、関東大震災、戦

災、阪神・淡路大震災、東日本大震災、等々を経験した

中で、大災害は市民社会をどう変えてきたのか。コロナ

感染がこれらと異なるのは、地球上のすべての人が被

災する可能性を有し続けたことにより、地縁・血縁を超

えた我が事としての（市民としての）助け合いが表れて

きたように思う。また、今後発展が望まれている非接触

文化は、「オンラインサービスの普及・活用・常態化・依

存」と「移動制限による対人ボランティア抑制」で構成

されており、市民社会に何をもたらすのか、市民社会創

造は進むのか、遅れるのか、変わりないのか？など、「新

しい市民社会」に向けた問題を提起してくださいまし

た。さらに、前藤沢市市民活動推進委員会委員長の中

島智人氏（産業能率大学教授）は、イギリスのボリス・

ジョンソン首相の「（新型コロナウイルスのパンデミッ

クに際し）我々は、とてつもないレベルの民間人による

ボランタリー・アクション、イノベーション、そして公的セ

クター、民間セクター、そして社会セクターによるパート

ナーシップを目の当たりにしてきている。これらは、我々

が（新型コロナウイルスからの）復活、あるいは将来の

ために望んでいる社会モデルの重大な要素である」と

の言葉を紹介し、この新型コロナウイルスのパンデミッ

クが、改めて市民社会の役割や市民社会の価値を際立

たせていると示唆していました。

　新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、他者と

の物理的な距離をとることが求められ、2021年1月現在

も対面での行動が規制される事態となっています。ボラ

ンティア活動や市民活動の大きな要素は、市民の参加

性と捉えています。オンラインでもオフラインでも選べ

る時には、対面活動による参加性が最良に見えてきて

いましたが、オンラインの参加性も侮ることはできない

ことがそろそろ分かってきたように思います。大きな災

害を乗り越えたとき、新しい社会が生まれ出てきている

ことを幾度も人類は経験してきました。

　新しい年を迎え、今までと違うコミュニケーションの

取り方を覚え、市民創造社会元年の光が届くことを願っ

ています。（て）
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