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ボランティアという言葉
P.1

日本で現在のように「ボランティア」の言葉が使われてきたのは、第二次世界大戦後
のことです。しかしながら、鎖国をしていた江戸時代にも、自らのコミュニティを守る「

P.2

ボランティアとは

volo

町火消」や「自身番」など、自主的な活動が存在し、明治維新以降の近代社会において
も、学生による「救済活動（セツルメント活動）」があり、1896（明治29）年に公布
された「民法」の34条には、「祭祀、宗教、慈善、学術、技芸其他公益に関する」事業
を「営利を目的とせさるもの」が実施する組織を「公益法人とする」という取り決めがつ

コロナ禍の NPO

くられており、社会福祉分野での財団法人が設立されています。1923（大正12）年に

P.4

発災した「関東大震災」においても、東京帝国大学（現在の東京大学）の学生が、避難

オンラインで見出した可能性

民のあふれる上野公園で救済活動を行ったことや、近隣県の鉄道沿線の主要駅では救

P.8

-サポメン奮闘記-

ボランティアのきっかけ

護所が開設され、行政の主導によらない、青年団や消防団が活動してたとの記録が残っ
ています。現在のボランティアに近い活動は日本でも途切れることなく、現在につながっ
ていました。

P.12

戦後の混乱期の後の高度成長期に入ると、福祉分野の活動に、公害など生活環境に
おける課題の解決に向かう活動や平和活動、国際関係活動へと展開していくようになり

ボランティア性格診断

ました。そのころには、個人の活動から組織の活動へと発展していき、「ボランティア」

P.14

という言葉も徐々に使われるようになってきました。「日本ボランティア・NPO・市民
活動年表」（2014年発行、監修大阪ボランティア協会ボランタリズム研究所）の年表

NPO の活動紹介

に「ボランティア」が登場するのは、1963（昭和36）年のことで、1969（昭和44）
年の広辞苑第2版では「ボランティア」は「義勇兵」「自ら進んで社会事業などに参加

白書や報告書に頻繁に登場します。「阪神淡路大震災」の発災年である1995（平成7
）年は、138万人のボランティアの活動があったことから、「ボランティア元年」といわ
れるようになりました。

NPO・市民活動
団体の一覧

する人」との説明がついています。1970年以降は、ボランティアセンター、ボランティ
ア保険、ボランティア貯金など、民間で多用されるようになり、1990年以降政府発行の
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ボランティア、NPOってハードルが高いと思っていませんか？
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活動をしている人たちは、「楽しい」と思いながら続けています。

「楽しいこと」「やってみたいこと」。それなら、始められるはず。

VOLUNTEERS」は、あなたに「楽しいこと」を提案するフリーペーパーです。

「
ボランティアの歴史と言葉の使われ方には時差がありますし、意味も少しずつ変化し
ています。それでも、ボランティアの精神が、「自主性」に裏付けられた「社会貢献性」
の高い活動であることはぶれることはありません。

あなたがやってみたいと思うこと、きっとあるはず。

本号は特別号として、制作メンバーである高校生や大学生が、コロナ禍の今だからこそ知りたい
「NPO・ボランティア」に関する情報や活動状況などを、メンバーの体験談やインタビューを交
えて、お届けします。ちょっとでも一歩を踏み出すきっかけになることを願って。

1

コロナ禍のNPO

コロナ禍での NPO・市民活動団体はどのよう
に動いているのでしょうか？今の現状について、

長年、NPO の支援を行なっている手塚 明美氏に

明美氏

理事長
認定NPO法人藤沢市民活動推進機構

NPO法の制定をきっかけに、NPO支援の在り方を柱に、情報収集と発信を
進め、NPOを中心とした非営利組織のマネジメント支援、ソーシャルビジネ
ルの起業支援、NPOと他セクターとの連携支援に取り組んでいる。

このコロナ禍で藤沢の市民活動団体の皆さんや活動そのものですとか、どう

ます︒﹁知る・調べる・動く﹂という段階の中

る﹂というフレーズがとても重要だと思ってい

を受け止めてそれを調べるという力︒﹁調べ

りなのだろうとか︑そのちょっとした気づき

るのだろうとか︑あの人たちはどういう集ま

要です︒受け止めた時に一体何をどうしてい

きちんと受け止める力を持つことがとても重

いているか︑ということを日頃の生活の中で

﹁知ること﹂がとても大事で︑どこで誰が動

そもそもボランティアをするためにはまず

いう風に思っています︒

てて動いているというのが現状ではないかと

すごく工夫をしながら知恵を使って戦略を立

きるからこれをやろうみたいなことを︑もの

年はこれをやらなきゃとか来年はこれならで

ていた人たちが︑そうじゃなくて自分達が今

ことをまた来年もやろうっていうふうに思っ

は流されて去年と同じことを今年やる︑同じ

改めて状況ということを考えると︑今まで

手塚

ような事態に直面した戸惑いや、どうしていいかわからないっていう不安な声

がすごく多かったです。ところが、昨年の11月から12月にとったアンケートを
見ると工夫して皆さん動いているという姿が顕著に表れています。

緊急事態宣言やその後の自粛生活のなかでお店などが閉まってしまうといった

話をよく聴きます。活動を辞めてしまうといったケースはなかったのでしょうか。

もちろんやめたとか今休止していますというところも少なくはないです。それも
一つの選択肢として「今はやめている、今がやめどき」のような、きちんとした
考えを持って進めている、流されていないという行動が今の状況だと思ってい
ます。

等︑自分を見つめ直す時間をもらえたのだ︑

とは何なのか︑やっぱり誰かと一緒にいたい

なくて︑自分が何者なのか︑自分ができるこ

ます︒この状況が誰のせいとかいうことでは

対しての対応が変わってくるかなって気がし

できたと思えば︑これからそういう人たちに

さんもいます︒皆さんが全員その体験を今回

通の状態でも学校に行くことができない学生

と授業を受けている︒でも実は世の中には普

授業は学校に一度も行けておらず︑家でずっ

ングなので皆さんが︑例えば2020年度の

これも一つの機会というかチャンス・タイミ

みるなんていうのも私はいいと思います︒

べてみて︑そっと近くまで行ってその様子を

業所は何やっているのだろうっていうのを調

る﹂にはなってしまいますが︑例えばここの事

時間が少しでもあれば︑ネット上での﹁調べ

でボランティアは繋がっていきます︒もし

2020年4月ごろ市民活動団体の皆さんにアンケートをお願いしました。この

という風に思っていただきたいと思います︒

2
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お話を伺いました。

いった状況なのでしょうか。教えてください。

オンラインで見出した可能性
ーサポメン奮闘記ー case1

変わる中︑一度は中止︑という
提案も出されました︒でも︑こ
んな状況下だからこそやる意
味があるのでは？と︑他のサポ

そうしている内に︑自分も新

メンたちとオンラインを通じて

く︑人のためになること︵必要
しい知識や技術を身につけるこ

ことが出来ず︑周囲との交流が

とされること︶をしてみたい﹂
とができていて︑成長を実感︒

試行錯誤した結果︑今年も無

と思うように︒それにせっかく
例えばスケジュール調整や企画

薄れてしまい⁝︒﹁何か外で

始めた活動︵NPOやボランテ
書の作り方︑オンライン会議の

事プログラムをスタートできま

ィアと関わること︶を︑ここで
効率的な進め方などなど︒

︵誰かと関われる︶活動がした

もともと大学に入ってから学
やめたら﹁思い出﹂で終わって

この活動をしていることで︑

した︒

外の活動に参加してみたいとい
しまいそうという思いもあり︑

い﹂﹁自分のためだけではな

う気持ちがあり︑去年﹁ワカモ

他のボランティアを知る機会も

自分が楽しむことも忘れない︒

ありがたいこと︒活動を通して

失敗できる場所があるのは

の人は楽しまないと思うから︒

ど︑自分が楽しくないものを他

自分だけが楽しむのはダメだけ

に関われたりと︑一つの活動で

４月からサポートメンバー︵以

ログラム﹂︵※P
動に参加しました︒今年はコロ

21

ナ禍の影響でキャンパスに通う

はしないって思っています︒

分次第︒使える技は多くて損

けれど活かすも活かさないも自

立つかどうかはわからない⁝︒

つけた知識や技術が将来役に

っている部分が大きいし︑身に

はまだ︑自分の成長のためにや

しら見えてくると思います︒今

自分の本当にしたいことが何か

りあえず始めた活動の中で︑

ボランティアのいいところ︒と

た思いのまま飛び込めるのは︑

す︒何かしたいという漠然とし

う思いで私は活動を続けていま

多様な分野に挑戦したい︑とい

か︑できるのか﹂を知るために

﹁自分に何があっているの

人脈も広がりました︒

完結せず︑様々な挑戦ができ︑

コロナ禍で状況がコロコロと

ノ×NPOインターンシッププ

暁のヨナ/BANANA FISH

多くなり︑地域のイベントスタ

好きな作品：機動戦士ガン

下サポメン︶のリーダーとして

ダム鉄血のオルフェンズ/

参照︶の活

趣味：アニメ

ッフをしたり︑この冊子の制作

好きな食べ物：からあげ/卵

企画運営に携わっています︒

大学2年生

4
5

彩良さん
酒井

オンラインで見出した可能性

趣味：鉄道旅行（国内）

好きな作品：高い城の男/華
氏119/ヒトラーの忘れもの/

り︑ありがとうございます︒
私は現在︑﹁ワカモノ×

らき☆すた/日常/幼女戦記

﹁今年しか活動できないワカモ
ノもいる︒どうにか活動を継続
したい！﹂との声があがりまし
た︒その思いを胸に︑いつもな

き︑有意義な期間を過ごすこ

他のインターン生とも交流で

NPO団体の方だけでなく

でも﹁今年もワカモノに活動を

ではありませんでしたが︑それ

インで議論を進めることは簡単

容の検討を行いました︒オンラ

ら募集を開始している5月の

とができました︒活動終了後︑
知り興味を持ってもらい︑参加

高校生の時にこのプログラムに

大学受験を経て﹁サポートメン
してほしい﹂との思いを持ち続

時期から︑幾度となくオンライ

バーを経験してみたい﹂と考
けてきました︒８月には資金調

ワカモノ︵インターン︶として

え︑事務局に連絡をしたのがき

達のためクラウドファンディン

ンミーティングを重ね開催や内

っかけで今に至っています︒

例年通りのプログラム運営を

そのおかげかオンラインでの活

か活動開始にこぎつけました︒

グを行うなどしながら︑なんと

ラム﹂の﹁サポートメンバー
行うことが難しい状況に︒そん

今年は︑コロナ禍の影響で︑

︵以下サポメン︶﹂として活動

ぜひ空き時間を使って﹁体験﹂

動に慣れましたが︑コミュニケ

います︒私もこのような状況下

多くの刺激を受けています︒

してみてはいかがでしょうか︒

な中サポメンのメンバーから

ーションの取りづらさを実感す
ることもあります︒
旅行好きですが︑近頃は家
でよく映画や漫画を嗜んでい
ます︒なかでも最近感動した
映画は﹁ヒトラーの忘れ物﹂で
す︒海外では戦争等によって理
不尽な扱いを受ける人がまだ
まだ多いそうで︑日本でもやむ
を得ない事情で困っている人も
いるそうです︒私は自分の空き
時間を使って︑そういった社会
課題を解決するための何かし
らの力になりたいです︒短時間
それこそ1時間とか でも市
民活動やボランティアをするこ
とは立派なこと︒それを体験す
ることは社会を知り自分を成
長させることに繋がると思って

ですが体験を重ねることで︑

しています︒そもそも2年前︑

NPOインターンシッププログ

参加していました︒

ーサポメン奮闘記ー case2

好きな食べ物：寿司/鰻重

この本を手に取ってくださ

大学1年生

6
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知史さん
金子

ボランティアをはじめたきっかけについて、
好きな食べ物：なす/キムチ

高校生・大学生・社会人の 3 名にお話をお聞
趣味：YouTube鑑賞

きしました。それぞれ立場は違えど、共通点

小山 優子さん 「Enjoy×volunteer〜好きなことでボランティア〜」

名探偵コナン/ディズニー映画/

気になったエピソードがあれば、その「作品」
君の名は。

は好きな「作品」の影響を受けているところ。
好きな作品：テニスの王子様/

思い自分の好きなファッションと掛け合わ

クワクするものとして伝えられたら︑と

苦しいものではなく︑気軽に・そしてワ

悩んだ私でしたが︑フェアトレードを堅

ました︒そこでも自分に何ができるかと

ージプログラムの企画をさせていただき

行われていたのですが︑そのなかでステ

ことを目的に物販や体験ブースなど様々

社会人3年目

﹁何かしようという気持ちも大切だけ
れど︑まずは自分が楽しまないと！﹂こ
れは︑私がボランティアをするときに大
切にしている気持ちです︒私が︑最初に
参加したのは︑フェアトレードイベント
のボランティアでした︒高校生の時に︑
本屋さんで﹁コーヒーの危機﹂という斬
新な本のタイトルが目にとまり何気なく
読んでいるうちに︑﹁大学生になったら
自分も何か力になりたい﹂という漠然な
思いがありました︒しかし︑いざチャレ
ンジしようとすると︑自分に何ができる
か分からず ︒
…そんなときに︑冒頭にあ
る言葉を大学の先生から言われ︑イベン
トのお手伝いなら！と︑気軽な気持ちで
参加したのがきっかけです︒
その時参加したイベントでは︑フェア

て参加した学生が興味を持ち︑そこで紹

ごくワクワクしたとともに︑モデルとし

ッションショーを行いました︒私自身す

せて︑フェアトレードの服を使ったファ

ながら︑自分のペースでボランティアを

ます︒これからもそんな感覚を大切にし

らが自分を豊かにしてくれていると感じ

ではない﹁価値﹂がある︒そして︑それ

とで得られる知識や経験など︑お金だけ

トレードをもっと身近に感じてもらう

介した服を購入してくれたことがとても

楽しんでいきたいです︒みなさんも
Letʼs enjoy volunteer!

嬉しかったです︒すごく小さなことかも
しれないけれど︑自分の行動が誰かのア
クションにつながったな︑と感じた瞬間
でした︒
そのほかにも︑﹁藤沢市民まつり﹂を
はじめ︑藤沢地域のイベントにもよく参
加させてもらっています︒いろいろなこ
とにチャレンジしてみて思うのは︑自分
の好きなこと・ワクワクすることを起点
にアクションを起こしてみる︒それが結
果的にはボランティアにつながるのかな
と︒また︑ボランティアには︑いろいろ
な人との出会い・実際に体験してみるこ

8
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ボランティアのきっかけ

を観てみてはいかがでしょうか。

高校3年生

大学3年生
好きな食べ物：梅干し/たこ焼き

好きな食べ物：ピザ
趣味：犬と遊ぶ/買い物/漫画

好きな作品：千と千尋の神隠し/

趣味：オンラインゲーム/映画鑑賞
/You Tube/読書
西の魔女が死んだ/博士と彼女の

好きな作品：攻殻機動隊/SAW/
セオリー/Destiny 鎌倉ものがたり

ウォーキング・デッド/サウスパーク/
/進撃の巨人

フルメタル・ジャケット

できました︒2年生になってか

みながら活動に参加することが

ったゲーム感覚もあって︑楽し

元のスポンサーがいたり︑とい

けがあったり賞品提供として地

集めたゴミの量によって順位付

た︒ですが︑参加してみたら︑

じかなという先入観がありまし

加した訳ではなく︑堅苦しい感

れて参加したこと︒すんなり参

保全の取り組みに︑先輩に誘わ

ゴミ拾い﹂といういわゆる環境

ら︒1年生の頃に﹁六会ぶらり

けになったのは大学に入ってか

ボランティアを考えるきっか

たら格好いいなって思います︒

けが自分たちの活動だったりし

伝染していったら︒そのきっか

が藤沢だけじゃなくて世界中に

思って︒そのボランティア活動

でないところもあるのかなって

ーン活動をしているけど︑そう

ば片瀬海岸は様々な方々がクリ

なのかなって感じました︒例え

たことが︑とても有り難いこと

あって海を守ることを体験でき

いも行いました︒作品の影響も

として︑活動の中で海のゴミ拾

市民活動推進機構のインターン

ことです︒3年生になり︑藤沢

オーシャン / 海の惑星﹂を観た

Letʼs change the world

最後にひとことだけ︒

らは企画側に入ることになり︑
環境保全をしているのだ︑とい
う自覚も芽生えてきました︒

ターンをしました︒活動前の私

ル藤沢スポーツクラブ﹂でイン

高校2年の時︑﹁アズヴェー

しさや大切さを学んだため︑今

い︒人に発信していくことの難

った行動を心がけるようにした

であることを意識して︑責任持

together

は︑人と話す・関わることに消

回の経験を活かして自分の意見

もう一つは︑﹁プラネット

極的でなかなか自分から動くこ

や考えをしっかり発信できる人

私の好きな作品の﹁DES -

とができませんでした︒団体で

るようになっていきました︒ま

TINY 鎌倉ものがたり﹂には

へと成長したい︒この2つが︑

た︑いろんな環境で活動してき

私が活動した湘南地域が舞台と

の活動を通して︑いろんな人と

たことで︑新しい環境でもすぐ

して出てきます︒そこで描かれ

今年サポメンとして活動したこ

に馴染めるようになりました︒

ている境界線のないまち︒とて

関わることが多くあったため︑

もし自分が組織の一員として

もワクワクするし︑そういった

とや︑志望学部を選ぶ理由にも

活動することがあれば︑例え1

場所や世界で暮らしたい︒そん

だんだんと自分から話しかけた

日だけのボランティアや期間限

な思いを自分の暮らす地域でも

繋がっています︒

定のインターンだとしても︑自

実現できたらと思っています︒

い︑関わりたいと積極的に接す

分自身がその組織のひとつの顔

10
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「Let s change the world together」

田畑 大地さん
「地域と関わるきっかけはNPO」

神藤 夏美さん

ボランティア性格診断

分野紹介
福祉

文化

環境

あなたには、高齢者・障がい者

芸術、
アート、
スポーツなどの

自然が好きなあなたには、

・健康のサポート等をしている

世界に触れることが好きな

里地里山の保全や美化活動を

団体がぴったり！

あなたには、
「文化」の分野で

している団体がぴったり！

何かしらの困難を抱えた方と

活動している団体がぴったり！

自然に囲まれながら地域や

寄り添ってみて初めて見える

自分の感性もみがけちゃう

環境にいいことを始めて

景色があるかも！

かも？！

みませんか？

子ども

国際

まちづくり

子どもと接することが好きなあ

自分と関わりのあるまちが好き

多文化に触れることが好きな

なたには、
「子ども」の分野で

なあなたには、
「まちづくり」に

あなたには、
「国際」分野の

活動する団体がぴったり！学習

関わる団体がぴったり！地域に

団体がぴったり！国際協力や、

のサポートや見守り活動など、

密着した活動に関わることで

日本語を教えたり、外国籍の方

様々な活動がありますよ！

地域愛が益々深まるかも！？

と交流したり、様々な活動が
ありますよ！

ボランティア 6つのポイント
1. 約束を守ること
2. 活動先の一員として活動しているという自覚を持つこと
3. 地域社会の構成員として責任ある行動をすること
4. 報告・連絡は、必ずすること

あなたにぴったりな
ボランティアの分野を探そう！
Q3. 自分は多趣味

Q2. 休日は室内で

Start↓
Q1. 青より赤が

だと思う

読書より外で体を

YES→Q6 へ
NO→Q9 へ

YES→Q4 へ
NO→Q5 へ

YES→Q2 へ
NO→Q3 へ

Q6. 動物園より

Q5. 主役より脇役

Q4. 友達は多い

YES→Q10 へ
NO→Q12 へ

YES→Q7 へ
NO→Q8 へ

YES→Q10 へ
NO→環境へ

Q9. 他人に共感し

Q8. ものづくりが

Q7. 多世代との

YES→福祉へ
NO→Q11 へ

YES→Q11 へ
NO→Q10 へ

YES→Q12 へ
NO→文化へ

Q12. 子どもが

Q11. 一つの物を長
く大切に使う方だ

Q10. 旅行に行く

なら国内より海外

YES→子どもへ
NO→福祉へ

YES→環境へ
NO→文化へ

YES→国際へ
NO→まちづくりへ

美術館が好き

やすい

動かしたい

が好き

好き

好き

方だ

交流が好き

5. 活動を通じて得た情報の漏えいやプライバシー侵害に繋がりうる
行為等はしないこと
6. 無理をして迷惑をかけることがあることを知っておくこと

ボランティアを楽しむコツは無理せず、楽しく、
できることから、
できることを！
13

好きだ

12

20015 ジャパンヨガアカデミー

21106

懸け橋の場〜デセーオ

20779 しょうがい者の為のパソコン支援

21070

神奈川県医療ソーシャルワーカー協会

神奈川県年金受給者協会藤沢支部

20077

湘南ふじさわシニアネット

20683

眼瞼下垂の会

20797

湘南山百合の会

21073

聞き書きボランティア グループはちまん

20323

神通研(神奈川手話通訳問題研究会)

20610 ギャマノン 湘南藤沢グループ

20096

心理ケア技能師会

20338 キラキラ☆ハーモニカコンサート

21098

すみれ

20921 セイラビリティ江の島

実行委員会
20602 きららの会

ています︒海外の方が作ったもの

神奈川県要約筆記協会

を輸入し日本のイベント等で販

20094

売するなどして︑フェアトレード

湘南ふじさわウォーキング協会

の啓発を行っています︒また東日

20061

本大震災などの際に災害支援を

神奈川県ホームヘルプ協会・湘南事業所

藤沢北部分会

コロナ禍のなかでのオンライン

20193

行なってきました︒

湘南トレッキングクラブ

活用に教育改革など大きな可能

湘南障害児者を守る会 まつぼっくり

20132

伊吾田 善行さん

ステップの世界にこれからなって

20609

代表

性を感じています︒全く違う

20986

いくのではないでしょうか︒

藤沢中央分会

ました︒もちろん出来る事から

湘南市民学舎(自主共同学習支援

タイ・ミャンマー・インドの

20467

やっていくということで︑国内で

神奈川県年金受給者協会藤沢支部

子どもたちの教育支援を行って

神奈川県年金受給者協会藤沢支部

20235

国際協力に理解ある支持者を増

20080

湘南国際アカデミー

いる国際協力団体です︒タイと

湘南高齢期ネットワーク

21008

金調達ももちろんあります

20557

やすことに取り組んでいます︒資

神奈川県聴覚障害者協会

ルを迎え︑ミャンマーでの活動

20830

インドは幸い昨年に活動がゴー

湘南FP相談室

が︑相手を尊重できるグローバル

21061

が継続していました︒けれど︑

神奈川県退職公務員連盟 藤沢支部

な人材の育成を志し︑ワカモノ

20086

日本ほど多くないにしても感染

湘南栄養指導センター

NPOインターンシッププログ
×
ラムや様々なところからインター

20120

湘南東支部

者が拡大兆候にあったので︑日

神奈川県精神保健福祉士協会

本から渡航できない︑国際協力

神奈川県社会福祉士会

20169

ンやボランティアの受け入れをし

20047

障がいのアナ

活動が休止状態になってしまい

ボランティア藤沢
21086

Act for Child

以前ワカモノを受け入れてくださったNPO・市民活動団体の﹁今﹂を取材しました︒

移動サービスW.Co らら・むーぶ 藤沢

20962 インクルージョンネットかながわ

どんな想いで︑どんな活動を行なっているのかをお読みください︒

21021

って︑ほとんどが延期に︒その代

市民農園を拡げる会

20063 じゃおクラブ湘南

わりに︑人が集まって実施する

20396

予定だったイベント等の代替とし

朝日ねんどの会

て︑映像作りだったりライブ配信

21102

が増えました︒

市民後見さざなみネット

緊急事態宣言が出たり等こう

20665

プロジェクト)

15

計114団体

いった状況の中で予定したワーク

福祉

20337 シニアライフセラピー研究所

るのか︑その辺りの悩みはしばら

登録番号または団体名で検索してください ➡

ショップが年度内にあと何回でき

詳しくはこちらよりご覧いただけます。

く続くと思っています︒ライブ配

失語症会話カフェ

②団体名

信の事業では他の団体のお役に

①登録番号

立てる部分︑そこには力を入れ

20901

つつ︑本来のミッションに近い

2xxxx テキスト・見本です。テキスト

20175 コスモスの会
20514 さんわーく かぐや

中野 晃太さん

代表

団体一覧の読み方

ワークショップを通して︑多世

神奈川県支部横浜湘南地区

ワークショップを様子見ながら

20335 コスモス成年後見サポートセンター

湘南メディアネットワークの

心とからだのケアスペース オアーゼ

一つの軸として︑映像やメディ

20384

実施に向けて動いていきたいと思

国際：国際協力・外国籍の方への支援等

アを通して︑人と人︑だった

COCO湘南

っています︒

まちづくり：地域清掃・イベント等

20143

り︑人と地域︑を﹁繋ぐ﹂活動

子ども：保育、学習サポート等

社会技術研究

代・多様な人たちが一緒になり

環境：里山保全、美化活動等

活動のメインでもある映像制

高齢市民が活躍するための

を行っています︒

20490

文化：地域文化の保全・スポーツイベント等

作品を見せ合ったりするような

健康づくり普及推進団体「健康ふじさわ」

作ワークショップに関して︑学

20272

機会を︑コロナが過ぎ去ったら実

福祉：高齢者・障がい者・健康のサポート等

20887 ケアマネ経営研究会

施したいですね︒

団体の活動分野をアイコンで紹介しています。

校や子どもたちの集まる場所へ

20852 くらしたすけあいの会藤沢

※活動分野はあくまで冊子上の目安です。

伺って実施する事が多かったこ

銀の鈴(シルバーベル)

活動団体、424団体の一覧です。
（2021年1月23日時点）

ともあり︑感染症対策もあいま

20522

NPO法人 湘南市民メディアネットワーク

藤沢市市民活動支援施設に登録しているNPO・市民

NPOの活動紹介

NPO・市民活動団体の一覧
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17

NPO・市民活動団体の一覧

20407

湘南モーツァルト愛好会

20982

おととき♪

21092

藤沢市楽譜点訳グループ

20456

すぎなの会

20812

神奈川県現代俳句協会

20658

藤沢市グラウンド・ゴルフ協会

20565

全日本シルバー社交ダンス普及協会

20922

相州

20726

神奈川県スキー指導員会藤沢支部

20220

藤沢市肢体障害者協会

20087

全日本年金者組合藤沢支部

神童太鼓

20349

岳湘南俳句会

20808

神奈川県民俗芸能保存協会

20836

藤沢市肢体不自由児者父母の会

21100 チームCats

20556

たぶろう美術協会 湘南支部

20693

神奈川湘南卓球クラブ

20118

藤沢市食生活改善推進団体四ツ葉会

20032 チャリティコンサート実行委員会

20774

辻堂文化九条の会

20933

神奈川男声合唱協会

20725

藤沢市鍼灸・マッサージ師会

20088

聴導犬育成の会

20104

Dｰフォトクラブ

20807

神奈川歴史研究会

20037

藤沢市腎友会

20827

辻堂地区ボランティアセンター

20009

天為湘南俳句会

20388 キヤノンフォトクラブ湘南

20823

藤沢市住まいと暮らし連絡会

21011

#つながる朝顔プロジェクト

20004

東海道ネットワークの会21

20598

旧近藤邸を守る会

20158

藤沢市赤十字奉仕団

20013 「東条湖の家」のともだち

20131

藤稲フォトクラブ

20387

鵠沼室内楽愛好会

20014

藤沢市ターゲット・バードゴルフ協会

21081 トゥレット当事者会

20998 トリトン藤沢スポーツクラブ

20965

鵠沼ブリッジクラブ

20766

藤沢市手をつなぐ育成会

20863 ドリームエナジープロジェクト

20189

波俳句会

20615

鵠沼を語る会

20268

藤沢市ボランティア連絡会

20839

なぎさスポーツウエルネス吹矢会

20537

二宮尊徳の会

21101 クラブ湘南アレイア

20070

藤沢市誘導奉仕会サンウォーク

21065

Nico's

21099 日本サーチウォーク協会

20247

劇団湘南山猫

21054

藤沢食事サービスワーカーズコレクティブ

21072

にこにこ ポール歩行

21035 日本社会臨床学会

21096

秋桜俳句会

クックふじさわ

20938

ニッポン・アクティブライフ・クラブ

20871 日本女子大学教育文化振興桜楓会

20731

箏の会

20029

藤沢白門会

21060

藤沢ひまわり 藤沢市地域生活支援

Company

（ナルク）

藤沢桜楓会

20724 コントラクトブリッジ研究会

20191

端月会

20275

才能教育研究会

20832

NPO法人 帆船やまゆり保存会

20659

市民の図書館・ふじさわ

20673

20017

PKK江の島

21014

写真同好会南風

20062 フラワーセラピー研究会（藤沢地区）

20267

はあと音楽療法研究会

20305

びぢゅある湘南

20560

松愛フォトクラブ

20983 フラワーセラピー養成講座

20216

バイオフィリアリハビリテーション学会

21020 フォト・ネイチャー湘南

20146

湘南アマデウス合唱団

20879

ふわふわの会

20865

はす池愛犬会

21076

ふじさわアートフェスティバル実行委員会

20417

湘南アルゼンチンタンゴダンス同好会

20531

NPO法人 ポトピの会

21016

バッタの会

20612

藤沢ウィスタリアウインドオーケストラ

20455

湘南いけばな江陽会

20330

マイスターネット

20611

はばたきサポート

20204

藤沢演劇鑑賞会

20844

湘南遺産プロジェクト

20904

Music of Mind

21023 ピアサポート F.A.cafe

20327

藤沢合唱団

20735

湘南おひさま楽団

21002

みんなの宝石箱

20129

PCC

20884

藤沢華道協会

20089

湘南学習会議

20872

薬膳の会

20895

P-Joy

20288

藤沢子ども劇場中央B・鵠沼ブロック

20730

湘南考古学同好会

20100

やまゆり

20627

ひさご組ふじさわ

20805

藤沢今昔・まちなかアート実行委員会

21094

湘南コレクション

20997 ユニバーサルサイン はなみずき

20161

筆記通訳サークルふじさわ

20623

藤沢三曲協会

20025

湘南コンサートの会

21103

20512

藤沢育成会後援会いずみ

20656

藤沢市吟詠連盟

20469

湘南混声合唱団

20284 ワーカーズ

21030

藤沢音楽療法士の会「つどう」

20947

藤沢市山岳・スポーツクライミング協会

20755

湘南写真クラブ

20185 ワーカーズ・コレクティブ実結

21037

藤沢家事介護ワーカーズコレクティブ

20383

藤沢市書道協会

20381

湘南セーリングクラブ

20264

藤沢市スポーツチャンバラ協会

20041

湘南男声合唱団

20253

藤沢市体育協会

20533

湘南篆刻篆書連合会

21093

20483

藤沢市卓球協会

20701

湘南ハーモニカサークル交流会

20205

藤沢市俳句協会

20948

湘南盆踊り研究会

20374 日本オストミー協会神奈川支部

センター おあしす

湘南地区グループ

ふじさわ歩友会

20621 日本弱視者ネットワーク 神奈川支部
藤沢チーム

和 - harmony

文化

ポパイ

計95団体

えんじょい
20951

藤沢がんサポートコミュニティー

20002

ふじさわ救命普及推進会

20713 エッセイなぎさ会

20339

藤沢傾聴ボランティアグループ やまびこ

20661

20521

ふじさわ傾聴連絡会

一葦湘南句会
大庭山賊男星合唱隊

16
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NPO・市民活動団体の一覧

20772

福島の子どもたちとともに・湘南の会

21003 片瀬剣友会

20950 シティ・ウォッチ・スクエア

20295

藤沢海洋少年団

20835

学校に思想良心の自由を実現する会

20133

湘南海浜植物育成会

20691

藤沢市美術家協会

20767

ふじさわ子育て支援連絡会

20367

神奈川県ライフセービング協会

21064

NPO法人 湘南クリーンエイドフォーラム

20373

藤沢市婦人会

20442

藤沢子育て支援W.coほっと・すぺーす

21078

かまくら冒険遊び場やまもり

20692

湘南の散歩道をきれいにする会

20918

藤沢市文化団体連合会

20420

ふじさわこどもクラブ

21075 キーパーソン２１（チーム湘南）

20149

湘南のなぎさを守る藤沢市民の会

20397

藤沢市邦楽協会

20980

藤沢子ども食堂たんぽぽキッチン

20811 キッズコミュ

20271

食生活研究会

20092

藤沢地名の会

20153

ふじさわこどもまちづくり会議実行委員会

20444

20207

新林公園みどりの会

20874

藤沢フォトクラブ

20928

藤沢 自然と親しむ会

20916 きらきら湘南

20481

生活総合研究会

20955

ふじさわ平和文化展

20028

藤沢市ボーイスカウト連絡会

21058 きりんの会

20743 そよかぜチーム

20958

藤沢山の会

20299

藤沢市母子寡婦福祉会

20441

鵠沼子供の家運営委員会

20541

21048

藤沢リラックスRoom

20690

ふじさわ市民ミュージカル実行委員会

20451

鵠沼サッカークラブ

21104 タコハイ藤沢守り隊

20967

藤墨絵会

20685

藤沢市八ヶ岳野外体験教室を愛する会

20764 くげぬま遊友隊

20900

地産地消エネルギー藤沢市民の会

20990 ブルーノ・グルーニング交友会

20311

藤沢市幼児教育協議会

20575

20368

西浜サーフライフセービングクラブ

20148

藤沢地区BBS会

20790 こどもたちの未来＠ふじさわ

20484

農業応援センター

20218 ブロッケン山の会

21052

藤沢友の会 六会地区

20177

30人学級を実現させる藤沢の会

20945

はなまる

20138

平和都市をつくる会ふじさわ

20935

藤沢の教科書・採択問題にとりくむ会

20747

実践倫理宏正会 藤沢北支部

20348

パパラギ海と自然の教室

20228

平和ミュージカル・ふじさわ

20508

藤沢の子育てを考える会

20007

実践倫理宏正会 藤沢西支部

20040

東日本鉄道OB会藤沢支部(20)

20956

本を愛しむ会 キュービクル

21046

藤沢の子どもたちのためにつながる会

21005 自由創造ラボたんぽぽ

20003

藤沢環境運動市民連絡会議

20853

みどり四葉の会

20136

藤沢の幼児問題を考える市民の会

20238

湘南いずみサークル

(藤沢エコネット)

21068

六会リトルアンサンブル（MLE）

20137

藤沢母親連絡会

20550

湘南おっぱい育児の会

20946

藤沢クマゼミ調査研究会

21087 メソポタミア考古学教育研究所

20290

藤沢ファイターズ

21049

湘南学校教育研究所

20008

藤沢グリーンスタッフの会

20170

20068

藤沢フットボールクラブ

21024

湘南ふじさわ子育て応援メッセ

20849

藤沢サンクチュアリ

20833

藤沢ラグビー蹴球倶楽部

実行委員会

20474

藤沢市せっけん推進協議会

21032

FURESAPO

20792

湘南まちいくプロジェクト

20650

藤沢市地球温暖化対策地域協議会

20162

20829 フレンドリークラブ湘南

20582

湘南未来クラブ

20273

藤沢探鳥クラブ

20265

20085

ボーイスカウト藤沢2団ベンチャー隊

20818

湘南ユースファクトリー

20773

丸山谷戸援農クラブ（MYEC)

21000

ホームスクーリングで輝くみらい

20277

湘風舎

21083 モース研究会

21074

かながわ森林インストラクターの会

タウンプロジェクト

20619

NPO法人 善行あいの会

20155

20221

川名里山レンジャー隊

20073

甫水会神奈川県支部

20762

ぜんしん

20351 よこはま湘南ネイチャーゲームの会

20310

川名自然フォーラム

20224

みんなの教育・ふじさわネット

21040

育ち合い広場てとてとて

20125

かんきょう樂行ふじさわ

20759

村岡キッカーズ

20667 チャリティーサンタ

21108

気候危機アクション藤沢

20775

NPO法人

21057 ともだちひろば実行委員会

20532

おでこちゃんクラブ

20495

鵠沼里山の会

森の仔じゆうがっこう

教育相談研究会

子育て支援グループ ゆめこびと

武田問題対策連絡会

ゆい

子ども 計77団体

実行委員会

横浜コミュニティ

遊行フォーラム

環境

計40団体

神奈川海難救助隊
かながわ環境カウンセラー協議会・
湘南支部

20398

幼児教室 どんぐり園

20422 日本交流分析協会 TAカレッジ藤沢

20524

小原流 湘南支部

20370 グリーンタフ友の会

20081

幼児教室どんぐり園かなりや会

20237

ハーモニーインターナショナル

20135

おもしろ科学たんけん工房

20586

サーフ90藤沢ライフセービングクラブ

20881

幼児武道教育振興会

21085

はなはなサロン

20527

おもちゃひろば「ロリポップ」

20734

里地里山景観と農業の再生プロジェクト

20961

歴史教育者協議会

20358

はばたき 2・3才児保育ひよこ会

20152 ガールスカウト神奈川県第18団

20882

hinatabocco

20493 カウンセリングスペースふじさわ

湘南部会

20664 ジェーン・グドール
インスティテュート ジャパン
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21095

湘南国際化プロジェクト

20529

平和の輪をひろげる実行委員会

20255

湘南マンション管理組合ネットワーク

20060

湘南トーストマスターズクラブ

20430

平和を考える風の会

21042

湘南ローカルウェーブ

20917

湘南日独協会

20991 まちかつふじさわ

20794

すまいる

20412

湘南日独協会 合唱団アムゼル

21089 まちのテーブル

20016

湘南日本中国友好協会

20771

みんなで決めよう原発国民投票

20668

地球市民 友の会

21097

村岡新駅とまちづくりを考える会

20394

ニエ・アルをしのぶ会

20909

明治地域九条の会

20915

ニコニコクラブ

神奈川

21027

税と保険料の低減を実現する会

20167

善行雑学大学

20258

戦争非協力・無防備地域条例をめざす
藤沢の会

20752

邑都塾

20949 ソーシャルコーディネートかながわ

20392 日本語教室「なかま」

20760

Lucky Life design

20890 ダブル成人式実行委員会

20342 日本語こんぺいとう

20727

REDS湘南

20223

20074 日本語で心をつなぐ会

20809 わがまち100

20095

野村生涯教育センター 神奈川支部

20889

B.A.P(BRINCANDO E APRENDENDO
PORTUGUÊS)

20770 ビキニふくしまプロジェクト

湘南支部
地域魅力

20756

辻堂の民

20055 アクティブショウナニアン藤沢

20819

東海道ウォークガイドの会

20291

20300

図書館問題研究会神奈川支部

計22団体

WE21ジャパン藤沢

20629 ヒッポファミリークラブ藤沢

20414

AFS日本協会

湘南支部

20505

藤沢中国語講座

20534

神奈川SGGクラブ

20079

留学生と語り合う会湘南

20134

The Shonan Post

20203 とめよう戦争への道！百万人署名運動
湘南連絡会
21034 トリプル成人式実行委員会
20876 日本防災士会湘南支部
20741

ハートフルクラブ湘南・横浜

20639

paw pads

高校生〜大学院生までのワカモノが半年間、地域のNPO・市民活動団体でインターン生として活

21010

はたらき方ネット

『地域でつながるワカモノ×NPOインターンシッププログラム』
動します。ワカモノが自ら考え、自ら学び、自分の道を選ぶことができる力をつけた人材が育つこと

20366 ピースリレー・ふじさわ

を目的に、2014年度より実施しています。過去の様子はこちらからご覧いただけます。➡

20999

Family First Fathers in 湘南

問い合わせ先

20562

藤倶楽部

20555

ふじさわ・不戦のちかい 平和行動

藤沢市市民活動推進センター（本館）

20048

ふじさわ・九条の会

住所

神奈川県藤沢市藤沢1031
GRAFARE FUJISAWA 2F
（JR・小田急 藤沢駅から徒歩約8分）

TEL

0466-54-4510

E-mail

f-npoc@shonanfujisawa.com

藤沢災害救援ボランティアネットワーク
(FSV)

20968

ふじさわサンエナジー

20190

藤沢市更生保護女性会

20001

藤沢市民活動推進機構

藤沢市市民活動プラザむつあい（分館）

20286

ふじさわ団塊塾

住所

20700

藤沢塗装ネットワーク

20666

藤沢ライブラリーサービス研究会

神奈川県藤沢市亀井野4-8-1六会市民センター2F
（小田急 六会日大前駅から徒歩約8分）
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20240

TEL

0466-81-0222

E-mail

f-npoplaza@shonanfujisawa.com

まちづくり 計76団体
21044

20979

ふじぽけ

21107

分譲マンション管理相談センター

ＩＴサロン藤沢

20194 アジアスマイル

湘籐

20306 アムネスティ・インターナショナル
日本

湘南グループ

21022

生き×居きコミュニティ

20116

医療生協かながわ片瀬鵠沼支部

21105 インクルーシブひろば
〜みんな同じ空の下〜

治安維持法犠牲者国家賠償要求同盟

20378

国際

NPO・市民活動団体の一覧

20400

江の島・藤沢ガイドクラブ

21091 「Girls Cafe」-藤沢哲学カフェ
20654

神奈川県マンション管理士会

20212

かながわ女性会議

20813

環境経営支援ファーム

20978

KEEP

20919

旧東海道藤沢宿まちそだて隊

20183

NPO法人 旧モーガン邸を守る会

20551

鵠沼景観まちづくり会

20355

鵠沼地区交通安全母の会

20043

原水爆禁止藤沢市協議会

20516

憲法を活かす湘南の会

LEFT

PROJECT

20583 コンサル神奈川グループ(CKG)
20969

市民活動団体ワクシェア

21015

社会参加応援サークル「ばなうた」

21077

湘南大庭九条の会

20892

湘南市民ワークショップ

20584

湘南スポーツ指導者連絡協議会

20106

湘南SOHOクラブ

20069

湘南辻堂四季まつり

20605

NPO法人 湘南にドッグランを作る会

20754

湘南ビジョン研究所

20196

湘南VIRAGO

20689

湘南藤沢文化ネットワーク

21045

湘南ブルー藍プロジェクト

20616

湘南マッキントッシュ
ユーザーズグループ
20

