花のボランティア
藤沢

市内全域

例会の受付、
歩行指導の補助

活動場所

活動場所

藤沢市内の福祉施設で活動しています。活
動先の施設名：ピーターパンダ、喫茶ポトピ、
カフェ・ドゥ・そーじゃん、ライフ湘南、湘南あ
おぞら、湘南台地域活動ホーム兼自冶会
下原集会所

藤沢市、藤沢市周辺地域

ひとこと

草花を植えるボランティアを行っています。
活動日は毎週火曜日または土曜日の午前
中です。

市内全域

ひとこと

藤沢市内を中心にしたウォーキング、湘南
地域での例会、特別ウォーク(バスで日帰り・
泊まりの行事)を実施しています。
これらの受付や歩行指導の補助をしてくださ
る方を募集しています。

花のボランテゖゕ藤沢

湘南ふじさわウォーキング協会

〒251-0016 藤沢市弥勒寺 4-17-3

〒251-0016 藤沢市弥勒寺 4-14-9

[Tel] 0466-25-1088

[Tel] 0466-28-2052

[Fax] 0466-25-1088

[Fax] 0466-28-2052

[URL] http://www.geocities.jp/hananovolunteer/

[E-mail] fw-aruku@themis.ocn.ne.jp

[担当] 大島 伸一

[URL] http://shonan-fujisawa.jp

[団体登録番号] 20023

[担当] 西澤 久裕
[団体登録番号] 20061

視覚障がい者の
外出サポート

市内全域

COCO みちしるべ
ボランティア

活動場所

活動場所

藤沢市内

COCO みちしるべ
（小田急湘南台駅から徒歩 15 分）

湘南台地区

ひとこと

視覚障がい者の外出を手伝ってくださる方を
募集しています。なお、活動にあたり藤沢市
点字図書館開催の「ボランティア基本講習」
の受講が必要です。(入会後でも可)

ひとこと

地域の高齢者の相談や各種イベント、地域
交流の拠点として活動を行っています。近
隣の人の悩み等を聴いてくださる方、イベント
等をお手伝いしてくださる方を募集していま
す。

藤沢市誘導奉仕会サンウォーク

COCO みちしるべ

〒251-0055 藤沢市南藤沢 14-11

〒252-0804 藤沢市湘南台 7-32-2

[Tel] 0466-25-4160

[Tel] 0466-65-6641

[担当] 守田 房子

[Fax] 0466-65-6642

[団体登録番号] 20070

[担当] 中野 満
[団体登録番号] 20143

録音図書の作成等
ボランティア

藤沢地区

善行援助サービス
ボランティア

活動場所

活動場所

耳から聞く図書館（JR 藤沢駅より徒歩 10
分）※但し、録音図書の作成は録音部ボラ
ンティアの自宅にて実施。

下記問合せ先の住所と同じ。

ひとこと

録音図書の作成にあたる録音部ボランティ
アは、毎月第 3 水曜日の午後 1 時から開か
れる録音部の朗読勉強会に参加のこと。

善行地区

ひとこと

児童デイサービスにおけるお手伝い。ハンデ
のある子どもたちとふれあうボランティアで
す。プールへの外出等がありますので、持ち
物を事前に確認してください。
他福祉事業でもボランティアを募集しており
ます。共に暖かい目で接していただける方、
手伝いをして頂けませんか。

(N)耳から聞く図書館

(N)善行援助サービス

[Tel] 0466-87-3992

〒251-0877 藤沢市善行団地 3-14-3

[Fax] 0466-87-3992

[Tel] 0466-80-3204

[担当] 水野 和子

[Fax] 0466-47-8217

[団体登録番号] 20154

[担当] 平 慶之
[団体登録番号] 20187

一緒に活動できる方
募集します。

福祉ボランティア
鵠沼地区

神奈川県内

活動場所

活動場所

藤沢市内および神奈川県内

憩いのサロン亀吉、ネイチャーセラピー亀
吉、カルチャースクール亀吉
(最寄り駅：小田急本鵠沼駅)

ひとこと

肢体障がい、内部障がいのある方で継続的
に一緒に活動できる方を募集します。病気
や事故で健康を失っても、レクリェーションや
スポーツを通じて、元気に楽しく活動しましょ
う。※短期可

ひとこと

ボランティア内容は簡単です。ズバリ『一緒
に楽しんで頂くこと！』です。一緒に、楽しい
場づくりをして下さる方を大募集中です。
活動内容、日時、場所等応相談。

藤沢市肢体障害者協会

(N)シニゕラフセラピー研究所

〒251-0016 藤沢市弥勒寺 3-17-14

〒251-0047 藤沢市辻堂太平台 2-6-13

[Tel] 0466-23-4206

[Tel] 0466-34-8550

[Fax] 0466-23-4206

[Fax] 0466-34-8552

[E-mail] takachan-o-takkyu0226@maiｌ.goo.ne.jp

[E-mail] info@senior-therapy.org

[担当] 種田 多化子

[URL] http://www.senior-therapy.org

[団体登録番号] 20220

[担当] 横川 敬久
[団体登録番号] 20337

片瀬地区
生活支援活動

片瀬地区

ピープルファクトリー
ボランティア

活動場所

活動場所

片瀬地区高齢者宅

下記問合せ先住所と同じ。
（藤沢駅より徒歩 15 分）

鵠沼地区

ひとこと

依頼に応じてその都度活動しています。活
動の目安は月 1～2、1～3 時間程度です。
なお、募集は片瀬地区の方に限ります。

ひとこと

一般就労が困難な人たちや高齢者が人間
らしく生活できるよう、地域と暮らしやすいま
ちづくりを推進することを目的に、自主作品
制作や給食サービス調理、ボランティア研
修等の活動を行っています。

片瀬地区福祉ボランテゖゕしおさい

(N)地域作業所「ピープルフゔクトリー」

〒251-0032 藤沢市片瀬 3-10-2 魚榮商店 2 階

〒251-0024 藤沢市鵠沼橘 1-9-8

[Tel] 0466-60-9328

[Tel] 0466-23-5110

[Fax] 0466-60-9328

[Fax] 0466-23-5110

[担当] 田村 順子

[E-mail] people-factory@fb3.so-net.ne.jp

[団体登録番号] 20371

[URL]http://www011.upp.so-net.ne.jp/people-factory/

[担当] 宮地 俊太郎
[団体登録番号] 20429

おでかけツアーの
サポート

市内全域

お悩み相談
ボランティア

藤沢地区

活動場所

活動場所

下記問合せ先住所と同じ。（JR 辻堂駅北口
よりバス藤沢行で住宅前下車）

藤沢市市民活動推進センター

ひとこと

感じることを丁寧に表現したり、静かに聴い
たり。心と体を考えるフォーラム、言葉の広
場、無料お悩み相談を開催しています。サ
ポートしてくださるボランティアを募集していま
す。

ひとこと

2 か月に 1 回高齢者や障がいのある方達を
外出企画(おでかけツアー)にお連れしていま
す。マンツーマンでツアー参加者の補助をし
てくださる方を募集します。活動に伴う経費
は自己負担です。

(N)ワーカーズ・コレクテゖブ いっ歩

生活総合研究会

〒251-0042 藤沢市辻堂新町 3-8-22 住園深澤 203

[Tel] 090-3961-8457

[Tel] 0466-20-1185

[担当] 福永

[Fax] 0466-20-1186

[団体登録番号] 20481

[担当] 永井 和江
[団体登録番号] 20433

かぐや祭り
ボランティア

善行地区

言葉の手助け
ボランティア

藤沢地区

活動場所

活動場所

下記問合せ先住所と同じ。
（小田急善行駅より徒歩 7 分）

藤沢市役所新館 7 階会議室

ひとこと

脳梗塞による後遺症で言語機能を失った人
を手助けするボランティアです。
活動に伴う経費は自己負担となります。

ひとこと

さんわーくかぐやでは、障がい者の創作活
動・農作業等を軸に活動しています。
毎年秋に開催される収穫祭「かぐや祭り」の
イベント当日スタッフを募集しています。

(N)さんわーく かぐや

藤沢言語友の会

〒251-0875 藤沢市本藤沢 6-12-1

〒252-0807 藤沢市下土棚 1706-28

[Tel] 0466-77-8610

[Tel] 0466-43-5502

[Fax] 0466-77-8610

[Fax] 0466-43-5502

[URL] http://blog.canpan.info/kaguya-s/

[担当] 小川 浩

[担当] 藤田 靖正

[団体登録番号] 20525

[団体登録番号] 20514

遊行福祉まつり
ボランティア

藤沢地区

精神障がい者の
家族支援

活動場所

活動場所

遊行寺（JR 藤沢駅より徒歩 15 分）

藤沢市市民活動推進センター

藤沢地区

ひとこと

ひとこと

「遊行福祉まつり」（毎年秋開催）は、福祉作
業所や福祉施設のハンディのある人、その
家族、そこで働く人、ボランティアも、地域の
人も、子供も、みんな一緒に楽しく 1 日を遍
ごそうという企画で始められたイベントです。
当日の昼食は支給されます。

当事者家族の為の SST(ソーシアル・スキ
ル・トレーニング)・月 1 回第 3 水曜日、家族
同士の情報交換会を開催しています。
精神障がい者を家族に持つ方、共に話し合
いませんか。

(N)ポトピの会

きららの会

〒251-0002 藤沢市大鋸 1-7-14

〒251-0033 藤沢市片瀬山 3-3-1

[Tel] 0466-23-5780

[Tel] 0466-25-2651

[Fax] 0466-23-5782

[Fax] 0466-25-2651

[URL] http://potopi.life.coocan.jp/

[E-mail] takahay5011350113@jcom.home.ne.jp

[担当] 矢野 彰教

[担当] 高橋 康彦

[団体登録番号] 20531

[団体登録番号] 20602

旅行・外出等
イベントボランティア

首都圏他

俳句を通じて共に
活動しませんか

活動場所

活動場所

藤沢市、神奈川県内、東京

春、秋俳句大会：市役所新館 7F
一遌忌：遊行寺
散歩の会：各地、市民の家等

ひとこと

各種イベントボランティア(宿泊、旅行、外出
等)を募集しています。体操教室（ストレッチ）
やお勉強会、クリスマス会、お泊り会、BBQ
等楽しんでいます。
是非一度、見学に来てください！！

ひとこと

私たちは俳句文芸を通じ市民文化の創造、
情操教育の普及を図ることを目的として活
動しています。
一緒に活動していただける方を募集していま
す。

(N)湘南障害児者を守る会 まつぼっくり

藤沢市俳句協会

〒252-0823 藤沢市菖蒲沢 978-2 ハウジングビル 1A

〒251-0033 藤沢市片瀬山 3-11-11

[Tel] 0466-52-6641

[Tel] 0466-22-1500

[Fax] 0466-52-6643

[Fax] 0466-22-1500

[E-mail] tomoe.matubokkuri@gmail.com

[担当] 西野 洋司

[URL] http://www.npo-matubokkuri.jp/

[団体登録番号] 20205

[担当] 深見 智恵
[団体登録番号] 20609

市内全域

研究会、講習会等
のボランティア

藤沢地区

ヨット普及・振興
ボランティア

活動場所

活動場所

藤沢公民館

江の島ヨットハーバー

片瀬地区

ひとこと

ひとこと

文化的教養の向上等を目的として、様々な
研究会、講習会、講演会、座談会等を企画
しています。共に活動してくださる方を募集し
ています。

私たちは、藤沢市ヨット協会所属のヨットクラ
ブです。セーリングのみならず、ヨットレース
支援も主活動の 1 つとしており、ヨットの普及
と振興を志して共に活動してくださる仲間を
募集しています。

藤沢市婦人会

湘南セーリングクラブ

〒251-0021 藤沢市鵠沼神明 5-2-19

〒251-0037 藤沢市鵠沼海岸 7-9-20

[Tel] 0466-23-3508

[Tel] 080-1122-5890

[担当] 亀井 貴美江

[Fax] 0466-36-9479

[団体登録番号] 20373

[E-mail] ishida7920@mf.point.ne.jp
[URL] http://hp.vector.co.jp/authors/VA002244/ssc/
[担当] 石田 道生
[団体登録番号] 20381

美しい季節の花を活ける

いけばなボランティア

市内全域

文章書くこつ教える
ボランティア

活動場所

活動場所

江ノ電藤沢駅および江ノ島駅

神奈川県内

神奈川県内

ひとこと

ひとこと

上記駅に花席をもうけ、地域の美化活動の
一助としていけばなを提供するボランティア
です。
いけばな師範取得者及び指導者の紹介者
であることが活動の条件です。

自分史・エッセイの作成と普及の活動を行っ
ています。共に活動してくださる方を募集し
ています。あなたも文章を著してみません
か。

湘南いけばな江陽会

いろりばたの会

〒251-0037 藤沢市鵠沼海岸 7-11-3

〒251-0043 藤沢市辻堂元町 6-1-18

[Tel] 0466-60-1588

[Tel] 0466-36-3253

[担当] 鈴木 香光

[Fax] 0466-36-3253

[団体登録番号] 20455

[担当] 阿曽 春夫
[団体登録番号] 20543

ハワイアンカヌーの
啓発

活動参加者募集
鵠沼地区

神奈川県内

活動場所

活動場所

下記問合せ先住所と同じ。
（江ノ電稲村ヶ崎駅より徒歩 9 分）

鵠沼公民館

ひとこと

史跡、伝説、宗教、文学、民俗などの保存と
研究見学会や講演会を開催しています。
共に郷土史を研究、勉強される方を募集し
ています。

ひとこと

T シャツ販売のお手伝いや HP 作成、イベント
の企画・運営など、どんな協力も大歓迎で
す！交通費は実費支給します。

(N)日本ハワゕンカヌー協会

鵠沼を語る会

〒248-0025 鎌倉市丂里ヶ浜東 3-2-6

〒251-0037 藤沢市鵠沼海岸 2-10-34

[Tel] 0467-33-0785

鵠沼公民館内

[Fax] 0467-33-0785

[Tel] 0466-33-2002

[E-mail] info@kamakurago.com

[E-mail] kugenuma@ac.auone-net.jp

[URL] http://www.kamakurago.com/

[URL] http://kugenuma.sakura.ne.jp/

[担当] 中富 みさ

[担当] 内藤 喜嗣

[団体登録番号] 20547

[団体登録番号] 20615

カヌー普及
ボランティア募集

市内全域

[Fax] 0466-33-0179

里山保全
ボランティア

善行地区

活動場所

活動場所

藤沢市内(辻堂海浜公園等)

境川特別緑地保全地域(西俣野緑地) （藤
沢駅北口より神奈中バス湘南台東口行「新
田」停留所下車、境川方面に下り、神明神
社の南寄りの緑地）

ひとこと

藤沢市カヌー協会「認定普及員」(カヌー普
及ボランティア)は、ユニバーサルカヌー体
験会等の運営補助や指導補助を通し藤沢
市のカヌーの普及に寄与するものです。

ひとこと

活動場所には簡易トイレ設置済。駐車場は
ありません。

藤沢市カヌー協会

(N)藤沢グリーンスタッフの会

〒251-0037 藤沢市鵠沼海岸 2-11-18

〒251-0872 藤沢市立石 1-18-15

藤沢市カヌー協会事務局

[Tel] 0466-82-4383

[Tel] 090-4175-2174

[Fax] 0466-82-4383

[E-mail] beach@m-ariga.com

[E-mail] yn-itakura@jcom.home.ne.jp

[担当] 有賀 正義

[担当] 板倉 慶隆

[持込情報番号] 58699

[団体登録番号] 20008

海岸調査
ボランティア

神奈川県内

新林公園の
美化保全活動

活動場所

活動場所

湘南海岸

藤沢市川名「新林公園」
(JR 藤沢駅より徒歩 15 分)

村岡地区

ひとこと

私たちは、湘南海岸を中心とした相模湾岸
の自然観察を通じて環境の保護・生態系保
全の実践とは何かを考えながら活動してい
ます。海岸での調査・データ採集のボランテ
ィアには有償のものもあります。※短期可

ひとこと

広場の清掃、除草、花壇管理、森林保全等
を行っています。作業用具はお貸しします。
毎週土曜日 9 時～11 時(森林保全は毎週
水曜も)

(N)ゆい

新林公園みどりの会

〒253-0035 茅ヶ崎市浜須賀 4 番 4 号

〒251-0015 藤沢市川名 181-18 G-104

[Tel] 090-3914-0062

[Tel] 0466-28-2015

[Fax] 0467-83-0335

[Fax] 0466-28-2015

[E-mail] npo_yui2005@yahoo.co.jp

[担当] 五十嵐 駿二

[URL] http://www.dualbalance.net/npoyui/

[団体登録番号] 20207

[担当] 荒井 三丂雄
[団体登録番号] 20155

ステッカー運動
声掛け清掃

市内全域

リサイクルショップ
店内ボランティア

六会地区

活動場所

活動場所

藤沢市市民活動推進センター等

下記問合せ先住所と同じ。
（小田急六会日大前駅東口より徒歩 1 分）

ひとこと

歩行禁煙等のステッカー運動、声かけ清掃
等を行っています。活動に伴う経費は各自
負担となります。

ひとこと

リサイクルショップで販売・陳列等のボランテ
ィアをしませんか。人との交流が好きな方、
環境問題に関心がある方、歓迎します。
※短期可

ふじさわエコパートナー・ゴミ部会 OB 会

(N)くらし・環境・再生ネットワーク

〒252-0823 藤沢市菖蒲沢 259

〒252-0813 藤沢市亀井野 1-9-17

[Tel] 0466-48-5002

リサイクルひまわり

[Fax] 0466-48-5002

[Tel] 0466-84-4250

[E-mail] jc3k-ooe@to.email.ne.jp

[担当] 小倉 直美、堀 千鶴

[担当] 大江 倹弥

[団体登録番号] 20316

[団体登録番号] 20251

海好きの人集まれ！
神奈川県内

キッズ野外体験
ボランティア

神奈川県内

活動場所

活動場所

海洋生物観察会：江ノ島、鎌倉 シュノーケ
リング教室：鎌倉、東伊豆(城ヶ崎海岸)

主には湘南エリアの海、川、山。目的地まで
は引率者とキッズで公共の交通機関を使っ
て移動します。

ひとこと

海岸生物観察会は 5 月・6 月、シュノーケリ
ング教室は毎年 5 月～11 月の間に開催い
たします。これらの催しをお手伝いしてくださ
るボランティアを募集しています。詳細は HP
をご覧ください。

ひとこと

子どもが好きな方、環境教育に興味のある
方、体力に自信のある方、大歓迎します。キ
ャンプの際には食事は支給します

(N)パパラギ海と自然の教室

エコサーフゔー

〒251-0055 藤沢市南藤沢 10-4

〒251-0028 藤沢市本鵠沼 3-14-34

[Tel] 0466-26-6101

[Tel] 0466-33-3403

[E-mail] npo@papalagi.co.jp

[Fax] 0466-33-3403

[URL] http://www.umino-npo.com

[E-mail] es@eco-surf.com

[担当] 武本・松本

[URL] http://www.eco-surf.com/

[団体登録番号] 20348

[担当] 堀 直也
[団体登録番号] 20558

おもしろ科学体験塾
ボランティア

会員募集
神奈川県内

神奈川県内

活動場所

活動場所

おもしろ科学体験塾：県立湘南台高校(毎
月第 4 土曜日)、市立鵠沼中学校(毎月第 2
土曜日) リハーサル：湘南台公民館、六会
公民館、藤沢市市民活動推進センター

湘南つばさの家(辻堂)、児童自立支援施設
(大磯、横浜)

ひとこと

おもしろ科学体験塾の活動を共に行ってくだ
さる方を募集しています。子どもが好きなら、
どなたでもできます。正会員の年会費は
6000 円です。見学は随時歓迎します。

ひとこと

ＢＢＳ（Big Brothers and Sisters Movement）
は、尐年尐女たちに、同世代のいわば兄や
姉のような存在として、一緒に悩み・学び・楽
しむボランティア活動です。18 歳以上の方
であることが活動の条件です。詳細はお問い
合わせください。

(N)おもしろ科学たんけん工房・藤沢グループ

藤沢地区 BBS 会

〒251-0038 藤沢市鵠沼松ヶ岡 5-5-12

[Tel] 0466-25-5215

[Tel] 0466-23-1965
[Fax] 0466-23-1965

(日中の連絡先：財団法人藤沢市みらい創造財団内
担当：増井)

[E-mail] aikawa@xk9.so-net.ne.jp

[E-mail] yosswi21@goo.jp(随時受付 担当：山本)

[URL] http://park2.wakwak.com/~tanken

[団体登録番号] 20148

[担当] 相川 正光
[団体登録番号] 20135

海洋少年団活動
啓発ボランティア

支援ボランティア
片瀬地区

鵠沼地区

活動場所

活動場所

江の島

下記問合せ先住所と同じ。(JR 藤沢駅より
徒歩 5 分)

ひとこと

海を教材として海上での訓練を通して社会
性をつちかい、心と身体ともにたくましく、そし
て健康で自立性のある青尐年育成を目指し
たボランティア団体です。月 2 回の日曜日を
訓練日としています。海上活動のための研
修が必要です。

ひとこと

野外指導にかかわるボランティア、発達障
がい児の支援にかかわるボランティアに携わ
ってくださる方を募集しています。子どもが好
きな方・特別支援教育に関心のある方が対
象です。長期できる方を歓迎します。
※短期可

藤沢海洋少年団

(財)藤沢 YMCA

〒251-0027 藤沢市鵠沼桜が岡 3-20-25

〒251-0025 藤沢市鵠沼石上 1-13-7

[Tel] 0466-27-3158

[Tel] 0466-26-1151

[Fax] 0466-27-4810

[URL] http://www.yokohamaymca.org/branch/

[E-mail] fujisawakaiyo@ybb.ne.jp

ymca_fujisawa.html

[URL] http://fujikai30.web.fc2.com/

[担当] 佐藤、谷

[担当] 堀 正直

[団体登録番号] 20302

[団体登録番号] 20295

子育て応援メッセ
運営ボランティア

鵠沼地区

子どもが好きな方、
一緒に遊んで下さい！

六会地区

活動場所

活動場所

藤沢市民会館

下記問合せ先住所と同じ。
（小田急六会日大前駅より徒歩 3 分）

ひとこと

『子育て応援メッセ』とは、藤沢市内の子育
てに関わる団体が一堂に会し、交流しながら
情報提供する場です。地域の子育てにあな
たのアイディアと熱意を生かしていただけま
せんか？全体会議(藤沢市職員会館)は月
1 回程度・保育付。その他、担当部会ごとの
活動有。※短期可

ひとこと

発達に心配のあるお子さんの相談・療育支
援を行っています。子どもたちと一緒に遊
び、福祉の現場を体験しませんか？交通費
は 1000 円を上限として支給します。

子育て応援メッセ in ふじさわ実行委員会

(社福)県央福祉会 湘南北部療育センター

〒251-8601 藤沢市朝日町 1 番地の 1

〒252-0813 藤沢市亀井野 2 丁目 20-10

[Tel] 0466-25-1111（内線） 3811

[Tel] 0466-90-0808

[URL] http://www.kosodate-messe.com/

[Fax] 0466-82-4877

[担当] 子育て支援課：千葉

[E-mail] hokubu@voice.ocn.ne.jp

[団体登録番号] 20574

[URL] http://www14.ocn.ne.jp/~hokubu.c/
[担当] 長島 英美
[団体登録番号] 20596

昔懐かしい駄菓子屋さんの

おみせ番など昔の遊び

藤沢地区

辻堂ファイト祭り
イベントスタッフ

市内全域

活動場所

活動場所

蔵まえギャラリー(JR 藤沢駅北口 6 分)

事前打合せ：藤沢市市民活動推進センター
イベント開催場所：土打公園及び明治公民館

ひとこと

おてだま、おはじき、コマ、ベーゴマ、けん玉
など、昔の遊びを子どもたちと一緒にしましょ
う。蔵まえギャラリーを中心に、世代間交流
を推進する活動を行っています。

ひとこと

辻堂ファイト祭りとは、住民主役の住民参加
による、住民のためのイベントです。毎年夏
に開催。
スタッフとして一緒に楽しんでくださる方を募
集しています。

昔の遊びを伝える会

辻堂フゔト祭り委員会

〒251-0052 藤沢市藤沢 630-1

〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢 1031 小島ビル 2F

[Tel] 0466-25-9909

藤沢市市民活動推進センター内 レターケース 3-3

[Fax] 0466-25-9909

[Tel] 080-6779-1919

[担当] 折原 輝雄

[E-mail] fightmaturi@gmail.com

[団体登録番号] 20638

[URL] http://blog.canpan.info/tujidoufight/

[Fax] 0466-54-4516

[担当] 永井 洋一(実行委員長)
[団体登録番号] 20069

点灯式
イベントスタッフ

湘南台地区

ふじさわこども
まちづくり会議スタッフ

市内全域

活動場所

活動場所

湘南台駅周辺

事前打合せ：藤沢市役所会議室（月 1 回程度）
ワークショップ開催場所(11 月頃)：場所未定

ひとこと

湘南台駅地下のツリーや駅周辺のイルミネ
ーションの点灯を記念して点灯式（11 月下
旬）が開催されます。
イベントを盛り上げてくださるスタッフを募集し
ています。

ひとこと

ふじさわこどもまちづくり会議とは、小中学生
を対象に、「まち」の成り立ちとまちづくりにつ
いて考えるきっかけを提供するワークショップ
です。ボランティアは企画段階からでも当日
のみの参加でも受付けています。※短期可

ルミネーション湘南台

ふじさわこどもまちづくり会議実行委員会

〒252-0804 藤沢市湘南台 4-40-8

〒251-0024 藤沢市鵠沼橘 1-12-4-C

[Tel] 090-6142-0094

アトリエエーワン内

[E-mail] nokimoto_y@yahoo.co.jp

[Tel] 0466-28-7255

[URL] http://www.illumi-shonandai.net/

[Fax] 0466-28-7201

[担当] 沖本 亘司

[E-mail] fc3-mail@fujisawa-kodomo.org

[団体登録番号] 20141

[URL] http://fujisawa-kodomo.org/
[団体登録番号] 20153

邸園清掃
ボランティア

藤沢炒麺サポーター
市内全域

鵠沼地区

活動場所

活動場所

鵠沼市民センター分室 高木ふれあい荘

市内各地域のイベント会場
(その都度ご連絡します。)

ひとこと

邸園清掃(植木剪定、除草作業、掃除)等を
通じて、鵠沼の失われゆく文化財の保存と
緑を育てる活動を行っています。

ひとこと

交通費は実費支給します。また、藤沢炒麺
販売時に着用する T シャツを貸不します。
(ご希望があれば販売します。)

鵠沼の緑と景観を守る会

(N)地域魅力

〒251-0031 藤沢市鵠沼藤が谷 3-1-27

〒252-0816 藤沢市遠藤 4489-105 SFC-IV 218

[Tel] 0466-26-1644

[Tel] 0466-48-3280

[Fax] 0466-26-1644

[Fax] 0466-48-3280

[E-mail] kitamura@cityfujisawa.ne.jp

[E-mail] sanga@chiikimiryoku.jp

[URL] http://kugenuma-green.ath.cx/

[URL] http://chiikimiryoku.jp

[担当] 北村 裕彦

[担当] 大友・田中

[団体登録番号] 20344

[団体登録番号] 20378

ワンちゃんと一緒に
公園のお掃除

鵠沼地区

キャンドルナイト
イベントのスタッフ

市内全域

活動場所

活動場所

湘南海岸公園サーフヴィレッジ前からスター
ト（小田急鵠沼海岸駅より徒歩 7 分）

湘南台公園、茅ケ崎公園 他

ひとこと

湘南台公園他に 1500 個のキャンドルを灯
すキャンドルナイトイベント、廃油で作るリサイ
クルキャンドル作りワークショップを開催して
います。（12 月頃） イベントを一緒に盛り上
げ てく だ さ る スタ ッフ さん を大大 大 募集 で
す！是非一緒にキャンドルナイトを成功させ
ましょう！

ひとこと

湘南海岸公園の清掃(毎月第 2 日曜)を行
っています。 時間は季節で 9 時～、10 時
～と変わるのでホームページでご確認くださ
い。持ち物：ポリ袋(ゴミ用に)、手袋(軍手)、ト
ング等

湘南にドッグランを作る会

キャンドルナト湘南台

〒251-0037 藤沢市鵠沼海岸 1-12-8

[Tel] 090-6920-8956

[Tel] 0466-33-1247

[E-mail] candlenightshonandai@gmail.com

[Fax] 0466-33-1247

[URL] http://ameblo.jp/candlenightshonandai/

[E-mail] info@shonan-dogrun.net

[担当] 大沼 芙実子

[URL] http://www.shonan-dogrun.net/

[団体登録番号] 20625

[担当] 金子 ミチ子
[団体登録番号] 20605

日本語教室
「かわせみ」講師

藤沢地区

日本語を教える
ボランティア

藤沢地区

活動場所

活動場所

藤沢市市民活動推進センター

藤沢市市民活動推進センター、学習文化セ
ンター

ひとこと

日本語教室「かわせみ」は、湘南日中友好
協会が主催する日本語教室です。藤沢市
在住の中国人市民を対象に、日本語を教え
ませんか。日中友好に熱意のある方のボラ
ンティアをお待ちしています。

ひとこと

日本語に興味があり(できれば講習など受講
した方)いろいろな国の文化に興味があり、外
国人の方が日本で生活するのを援助し、共
に暮していこうとする方を募集します。活動
にあたり、年会費 3000 円が必要となりま
す。

湘南日本中国友好協会

(N)留学生と語り合う会湘南支部

〒252-0802 藤沢市高倉 2656-2

〒251-0016 藤沢市弥勒寺 2-5-4

[Tel] 0466-43-0226

[Tel] 0466-24-4564

[Fax] 0466-43-0226

[URL] http://homepage3.nifty.com/rkk/

[E-mail] harunay@jcom.home.ne.jp

[担当] 青池 愛子

[URL] http://shonan-jcfa.com/

[団体登録番号] 20079

[担当] 春名 康夫
[団体登録番号] 20016

高校留学生の
ホストファミリー募集

神奈川県内

平和アピールを
ご一緒に！

藤沢地区

活動場所

活動場所

藤沢市を中心とした神奈川県南・西部

活動場所：サンパール広場他
定例会：藤沢市市民活動推進センター他

ひとこと

世界各国から一年間湘南地域の高校に通
学する生徒のホストファミリーとなってくださる
家庭を募集しています。留学生を家庭に迎
え、共に生活することで、国際交流を体験し
ませんか。無償のボランティアです。
※短期可

ひとこと

藤沢駅北口サンパール広場でアピール行
動、チラシ撒き（毎月第 2 土曜午後）を行っ
ています。平和アピール、戦争反対メッセー
ジ、学習会を共に行ってくださる方を募集し
ています。(代表：浮田 久子)

(益財)AFS 日本協会 湘南支部

平和の白いリボン行動・藤沢

[E-mail] info-shonan@afs.or.jp

〒251-0015 藤沢市川名 604-7

[団体登録番号] 20414

[Tel] 0466-27-8197
[Fax] 0466-27-8197
[E-mail] kei@to.email.ne.jp
[URL] http://www.ne.jp/asahi/kei/ko/ribon.htm
[担当] 鈴木 圭子
[団体登録番号] 20123

赤十字奉仕団員
募集

市内全域

海上安全パトロール、
浮遊ごみ回収

首都圏他

活動場所

活動場所

主に藤沢市内

横浜市神奈川区恵比須町 9-7(JR 新子安
駅より徒歩 20 分)、東京湾、相模湾

ひとこと

赤十字救急法(応急、救命手当て)の普及、
献血推進業務の広報活動を行っています。
活動にあたり、赤十字社費 500 円以上/
人、団費 1000 円/世帯を毎年収めて頂くこ
とが必要です。

ひとこと

定例活動日を毎週日曜日としています。参
加希望の方は 3 日前までにご連絡ください。

藤沢市赤十字奉仕団

(N)神奈川海難救助隊

〒251-0047 藤沢市辻堂 3-4-18

〒251-0801 藤沢市長後 1432-28

[Tel] 0466-34-5354

[Tel] 0466-44-7347

[Fax] 0466-34-5354

[Fax] 0466-44-7347

[担当] 委員長 徳嶋 秀明

[E-mail] brave2sn@shonan.cityfujisawa.ne.jp

[団体登録番号] 20158

[URL] http://www.shonanfujisawa.com/~brave2sn/
[担当] 信田 清治
[団体登録番号] 20162

暴力予防講座の
ファシリテーター

首都圏他

みんなの消費生活展
ボランティア

活動場所

活動場所

講座：藤沢市を中心に神奈川県、東京都内
の小、中、高校(一部大学) 定例会・勉強
会：かながわ県民サポートセンター、藤沢市
市民活動推進センター（月 1～2 回程度）

湘南台公民館

ひとこと

活動にあたり、ファシリテーター養成コースに
参加していただき、約 20 時間の研修をして
いただきます。

ひとこと

毎年 7 月下旬に開催予定の、「みんなの消
費生活展」の企画運営に協力をしてくださる
方を募集しています。事前会議は藤沢市役
所にて開催予定です。

(N)湘南 DV サポートセンター

藤沢市消費者団体連絡会

〒251-0044 藤沢市辻堂太平台 2-2-3-102

〒251-8601 藤沢市朝日町 1-1

[Tel] 090-4430-1836

藤沢市役所消費生活センター

[Fax] 0466-36-6616

[Tel] 0466-25-1111

[E-mail] tryton@kodomo-support.org

[担当] 山下

[URL] http://www.kodomo-support.org/

[団体登録番号] 20270

[担当] 瀧田 信之、渡邊 千尋
[団体登録番号] 20200

湘南台地区

ビーチクリーン活動
片瀬地区

自然観察会の
案内の補助

活動場所

活動場所

片瀬西浜海岸

神奈川県内各所

神奈川県内

ひとこと

ひとこと

人々が集う海岸を、いつまでも美しく保つた
めに、また、年間通じたライフセービング活
動を行う、という目的で開催しています。（毎
月第 2 日曜日 10 時より）※短期可

私たちは自然観察会をはじめとして、身近な
自然の中から自然環境を大切にするために
必要なことを考える機会を広く提供している
団体です。健脚であることが活動参加の条
件です。

(N)西浜サーフラフセービングクラブ

グリーンタフ友の会

〒251-0035 藤沢市片瀬海岸 3-15-22

[Tel] 090-8810-6805(事務局)

[Tel] 0466-23-5353

[団体登録番号] 20370

[E-mail] info@nishihama.org
[URL] http://www.nishihama.org
[担当] 風間 隆宏
[団体登録番号] 20368

ニエ・アル記念広場
の清掃

片瀬地区

映像・撮影・イベント
のボランティア

活動場所

活動場所

ニエ・アル記念広場 （湘南海岸公園内）

下記問合せ先住所と同じ。
（JR 藤沢駅北口徒歩 3 分）

藤沢地区

ひとこと

原則として毎月第 2 月曜日午前中に活動し
ています。交通費は実費支給します。

ひとこと

丌登校、ひきこもりの子どもや市民と共に映
像制作のワークショップを開催しています。
撮影補助、上映イベントのサポートをしてくだ
さるボランティアを募集しています。映像制
作・編集に興味のある方、大募集。

ニエ・ゕルをしのぶ会

(N)湘南市民メデゖゕネットワーク

〒251-0801 藤沢市長後 794-4-23

〒251-0052 藤沢市藤沢 110-4

[Tel] 0466-43-0495

藤沢サービスセンター1F

[Fax] 0466-43-0495

[Tel] 0466-62-2288 [Fax] 0466-62-2288

[担当] 渡辺 サトシ

[E-mail] info@scmn.info

[団体登録番号] 20394

[URL] http://scmn.info/
[担当] 竹中 翔子
[団体登録番号] 20478

海岸での救護活動
やパトロール

鵠沼地区

中学高校生の
社会貢献

活動場所

活動場所

鵠沼公民館・湘南海岸公園サーフビレッジ

横浜・藤沢

首都圏他

ひとこと

ひとこと

毎週日曜日 9:00～16:00 に活動していま
す。ライフセービングは社会貢献度の高い生
涯スポーツです。18 歳以上であることが参
加の条件です。資格は必要ありません。
ボランティア活動としてのライフセービングに
興味がある方、ヤル気のある方大歓迎で
す。

中高生が主体となり、生徒による渉外活動
を活発にし、学校・地域・社会的貢献を目指
すことを目的に活動しています。今後の活動
については HP を参照ください。

サーフ 90 藤沢ラフセービングクラブ

神奈川県高校生徒会会議

[Tel] 090-8858-6910

[E-mail] kana_seitokai@yahoo.co.jp

[E-mail] surf90@iwanari.com

[URL] http://www5.pf-x.net/~kanagawaseitokai/

[URL] http://www.surf90fujisawa.jp/

[団体登録番号] 20601

[担当] 神保
[団体登録番号] 20586

セミナー開催の
イベントボランティア

首都圏他

講演会実行委員
ボランティア

活動場所

活動場所

東京または横浜

藤沢市市民活動推進センター

市内全域

ひとこと

ひとこと

国家資格を取得したばかりの、鍼灸あんまマ
ッサージ師のための卒後教育機関として設
立されました。高等教育履修者に対して、社
会的に必要な技術及び知識をサポートする
事業を行っています。

地域主権型社会の実現に向け、講演会等
開催しています。（9 月～11 月頃） 講演会
の企画・運営を共に行ってくださる方を募集
しています。

(N)はばたきサポート

地域主権型道州制国民協議会神奈川県支部

〒251-0037 藤沢市鵠沼海岸 4-15-12

[Tel] 0466-60-0482

[Tel] 0466-36-6063

[Fax] 0466-60-0482

[Fax] 0466-53-2009

[E-mail] shio3dayo@gmail.com

[E-mail] tanaka@habataki.jp

[担当] 塩澤 正人

[URL] http://habataki.jp/

[団体登録番号] 20632

[担当] 田中 融子
[団体登録番号] 20611

藤沢市内でボランティアを受け入れている団体、こんなにあるんです。
活動分野からじっくり探すもよし、団体名にひとめぼれだってありです。
まずは、気軽に問い合わせてみましょう。
あなたの人生を変える出会いが、ここにあるかもしれません。

短期

単発のイベントや短期で関わるボランティア

福祉 高齢者・障がい者のサポートなど

環境 里山保全︑リサイクル活動など

文化 地域文化の保全︑スポーツ体験会の補助など

子ども キャンプ指導員︑保育ボランティアなど

短期・長期

長期でも短期でも関われるボランティア

AFS 日本協会 湘南支部
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＊FUJISAWA VOLUNTEER MAP →P.19
＊「想い」と「出会い」をつなぐボランティア体験
＊ はじめてみよう、ボランティア →P.21

→P.20

継続的に関わるボランティア

長期

その他 平和運動や︑地域の安全を守るパトロールなど
まちづくり お祭り・イベントのスタッフ︑街の美化活動など

国際協力 留学生の支援︑外国籍の方への日本語教室など
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FUJISAWA VOLUNTEER MAP
フジサワボランティアマップ

最初の一歩、どこから踏みだす？
地域によっていろんな表情を持つ藤沢市。
この街だからこそ出来るボランティアが、きっとある。
全 62 件のボランティア情報を、地区ごとに分けしました。
※藤沢市 13 地区の分類方法に沿ってエリア分けしています。

御所見地区

「ボランティア、まずは何から
始めればいいの？」そんな時は、
まずは身近なボランティアを探し
てみるのがおすすめ。
あなたが住んでいる街、通勤・通
学で通る街には、いろんなボラン
ティアがあります。
毎日利用するエリアはもちろん
のこと、ちょっと足を延ばして隣
りのエリアもぜひチェック。電車
移動の多いあなたは、駅の近くの
ボランティアも探してみては。

長後

遠藤地区

長後地区

湘南台

湘南台地区 [ 3 件 ]
六会日大前

六会地区 [ 2 件 ]

湘南大庭地区
善行

善行地区 [ 3 件 ]

明治地区

藤沢地区 [ 11 件 ]
藤沢本町

藤沢

辻堂
石上

本鵠沼

辻堂地区

村岡地区 [ 1 件 ]

柳小路
鵠沼海岸
鵠沼

気になるエリアが見つかったら、
「Index」ページ（P.17）へ GO!!
募集形態やエリア別のボランティア
情報を一覧でご紹介。
※分野で探したいあなたは、P.1 へ !

e★
mor
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江ノ島

片瀬江ノ島

片瀬地区 [ 5 件 ]

DATA

藤沢市市民活動推進センター

〒251-0052

＊藤沢市内全域

14 件

＊神奈川県内

10 件

＊首都圏

湘南海岸公園

鵠沼地区 [ 8 件 ]

5件

藤沢市藤沢 1031 小島ビル 2F
[ 藤沢駅北口から徒歩 8 分 ]
0466 - 54 - 4510
0466 - 54 - 4516
f-npoc@shonanfujisawa.com
休 毎週火曜日
開館時間 9:00 〜 22:00

TEL
FAX

「 想い 」と「 出会い 」を つなぐ
♥

♥

ボランティア体験。

♥

♥

藤沢市内で活動する NPO や市民活動団体の活動現場やイベント会場を体験します。
初めてでも大丈夫。参加、見学、協力など希望に応じてにご紹介します。
想いとの出会い

きっかけ

行動

いろんな体験が待っています！

ボランティアをやってみたい

まずはお問い合わせを。

あなたの「想い」。

①参加申し込み

藤沢市市民活動
推進センター

受入団体

あなた

0466
54 - 4510

♥

♥

②活動先紹介

♥

④連絡調整

♥

③活動先選択

⑤ボランティア体験参加

新しい自分に会える体験

ＮＰＯって何？ ボランテイアを

や ってみたい、という あ なたを

ボランティア体 験 では、 継 続

応 援 す るプログラムがあります。

を前 提 とす るのではなく 活 動

体験を通して、自分の「想い」に

気付くことを大切にしています。

街には様々な「想い」を持った活

動があり、活動している人たち

がいます。活 動 の目 的 や 地 域 の

問 題 点 を 知 ること ができ る場

を提供し、「想い」と 「出会い」

をコーデ ィネ ー トします 。

市 民 活 動 や ボランティア活 動

を身近に感じるためには、参加

す ることが一 番 です。想 いはい

ろいろ。手 軽 に、身 近 にボラン

ティアを体 験 できます。体 験 の

後、続けるもよし、活動先を変

えるもよし、 やめることもよい

でしょう。

一度、体験してみてください。

2011 年度 受け入れ予定団体 : 花のボランティア藤沢、湘南ふじさわウォーキング協会、辻堂ファイト祭り委員会、(N) 耳
から聞く図書館、(N) 旧モーガン邸を守る会、(N) 善行援助サービス、新林公園みどりの会、藤沢市消費者団体連絡会、藤沢海洋
少年団、(N) 地域市民みんなでつくる わいわい善行、(N) くらし・環境・再生ネットワーク、(N) シニアライフセラピー研究所、
(N) 西浜サーフライフセービングクラブ、片瀬地区福祉ボランティアしおさい、鵠沼室内楽愛好会、(N) 地域作業所「ピープル
ファクトリー」、(N) 湘南市民メディアネットワーク、(N) さんわーく かぐや、エコサーファー、( 社福 ) 県央福祉会 湘南北部療
育センター、( 社福 ) 竹生会 芭蕉苑、( 社福 ) 葵福祉会 亀井野保育園、クローバーデイケアセンター 等（順不同）
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﹁スキマ時間﹂でちょいボラ

時間がなくても︑できるボランティ

ア活動だって︑たくさんあります︒

http://npocafe.f-npon.jp/

◆ 募金する！
﹁赤い羽根共同募金﹂から︑最近流行の
﹁クリック募金﹂まで︒募金もボランティ
アの一つです ︒

報も盛りだくさん！

﹁あなたスタイル﹂を見つけよう

ろん、活動団体のイベント情

興味のあることが見つかったら︑次

ボランティア募集情報はもち

◆ 会員になる！
会費を払って︑活動の趣旨に賛同する
団体の会員になることもできます︒中
には︑特典として刊行物を会員に送付
している団体も︒

る情報を提供しています。

◆ 商品を買う！
団体が作っている商品を買うことで︑
支援の気持ちを表すことができます︒

に集まる NPO に関するあらゆ

﹁ボランティアなんてしたことない﹂

藤沢市市民活動推進センター

そんなあなたも ︑実はもう既に一歩︑

踏み出していたかも︒

ʼ
「Fujisawa NPO cafe」

は行動︒まずは︑こんなことから考え

いつ︑参加する？
授業や仕事が終わってから
…
土日や長期休暇に
…
参加のペースはどれくらい？
週１回・年に４回
…
単発のイベントをお手伝い
…
どこで︑参加する？
自宅や職場の近く
…
よく出かける先でも
…
誰と︑参加する？
ʼ

てみましょう︒

◆

◆

◆

◆
人でも︑友人とでも
…1
色んな世代の人とも関わりたい
…

無 理 を す る 必 要 は あ り ま せ ん︒自

分のライフスタイルに合わせて探す

のがコツ︒

ck★
Che website

もっと知りたいあなたには、この 3 つのアプローチをご紹介。

インターネットで検索！多くの
藤沢市市民活動推進センターは
タウン誌や広報「ふじさわ」から、
情報から、あなたにピッタリの
もちろん、ボランティアセンター
新聞、テレビ、ラジオまで。毎
情報をピックアップしましょう。
や公民館でもたくさんの活動に
日最新の情報が得られます。
出会えます。
まずは、「知りたい」と思うことが、大切です。
「ボランティア」のアンテナを高く伸ばせば、たくさんの情報に出会えるはず！
藤沢市市民活動推進センターは、市民活動の自立支援を目的とした施設です。本冊子は藤沢市市民活動推進センター（管理運営：特定非
営利活動法人藤沢市市民活動推進連絡会）に集められた情報を元に編集しております。掲載されている情報の無断転載は禁止いたします。
FAX：0466-54-4516
E-mail：f-npoc@shonanfujisawa.com
問 藤沢市市民活動推進センター TEL：0466-54-4510
編集：特定非営利活動法人藤沢市市民活動推進連絡会 竹中翔子 山崎誓子
※本冊子の一部は「かながわボランタリー活動推進基金 21 ボランタリー活動補助金」の助成を受けています。
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ボランティアのある暮らしを︑ちょっとご紹介︒

普段、サーフィンや海水浴でお世話になっている湘南の海。

時間をかけ、

共に作品をつくる。

関わっていくことで、

人生の先輩と、

新しい関係に出会える。

温かくて優しい時間を

色んな日々を分かち合った、

過ごします。

仲間です。

﹁ボランティア︑気になるけれ

・福祉

・留学

・子ども

・エコ

・音楽

・パソコン

・アート

んです︒

あなたの毎日に身近な存在な

ボ ラ ン テ ィ ア っ て︑意 外 と

のも素敵です︒

新しいことにチャレンジする

あなたの経験を活かすもよし︑

関われること︒

ド は︑ど れ も ボ ラ ン テ ィ ア で

で は︒こ こ で 挙 げ た キ ー ワ ー

こんな風に思った方もいるの

近︑環 境 問 題 に 興 味 が あ る﹂

﹁子どもと遊ぶのが好き﹂
﹁最

と﹂はありましたか？

あ な た の﹁気 に な っ て い る こ

・スポーツ

・世代間交流

をご覧あれ︒

そんなあなたは︑まずはこちら

ど 何 か ら 始 め れ ば い い の？ ﹂

まずは、
興味のあること
からスタート
手を取り合いながら、

いつものあなたらしく︑でもいつもとはちょっと
違う世界に︑一歩踏み出してみませんか？

私たちの手できれいにすれば、また愛着がわくこと間違いなし。
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