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　2023 年 3 月 11 日、湘南台市民シアターで「外国人の日本
語スピーチ大会in湘南台」が開催されます。このイベントでは、
外国籍の方の日本語支援を行っている団体が集まり、日頃の学
習の成果を発表します。今年で 8 回目を迎え、恒例の行事とし
て定着してきました。これまでは湘南台公民館と市民活動プラ
ザの共催事業として準備を進めてきましたが、今年度からは団
体が持ち回りで幹事を務め、運営を行う形になっています。

　そこで今回は、最初の幹事団体となった日本語こんぺいとう
（以下、こんぺいとう）の西川さんと濱田さんにお話を伺いま
した。こんぺいとうは、毎週水曜日の 19 時 30 分から 21 時ま
で、湘南台公民館で活動をしている団体で、1989 年に設立さ
れました。現在は約 6 つのグループに分かれ、初級者から中級
者まで、学習者のニーズに沿った日本語学習のサポートを行っ
ています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（つづく）

3月11日（土）  　　　　        13：30～15:10

特集 : 全員運営の学習支援教室
2月10日（金）  　　　～   　       3月1日（水）



全員運営の学習支援教室

　こんぺいとうの特徴は「全員運営」を行っていることです。

代表は長年１人の方が担っているわけではなく、自治会の役員

のように交代制となっています。また、全員で学習者全員をサ

ポートする形をとっており、ローテーションで各グループを見

ているとのこと。担当の生徒さんを持つスタイルももちろん効

果的です。ただ、みんなが対応できることで、用事があるとき

や体調を崩してしまった際にお互いに助け合うことができる、

この形をこんぺいとうは取っているそうです。実際に伺った際

も、誰かが引っ張るわけでもなく、全員が協調して教室運営を

されている姿が非常に印象的でした。精神的な負担を減らしな

がら、それでも全員が初級から中級まで、学習者主体の指導で

きるのは、市民活動団体の組織の作り方としても非常に参考に

なるのではないでしょうか。

　スピーチ大会は、「学習成果を発表する場が欲しい」という軽

い話から始まったものですが、すぐに 4つの団体が集まって実

現しました。毎年、外国人の方々が楽しい話題を持ち寄っていて、

実施する過程でグループ同士の連携もより深まり、非常に重要

なイベントになったと思います。今年からは、団体が持ち回り

で幹事を務めることになったことについて、濱田さんは「参加

団体の 1つとして、行政主体ではない学習者主体のスピーチ大

会にしたい」と言っていました。団体の主体的な関与が大きく

なっていくことで、今後より良いイベントになっていくことを

期待しています。日々は各々の活動に取り組む団体が、時々他

の団体と協力して少し大きなこともやっていく。こうすること

で市民活動全体がより盛り上がっていくことを、スピーチ大会

に触れるたびに感じ、そのきっかけ作りを今後も進めていきた

いと考えています。　（取材と記事作成：市民活動プラザむつあい  林）

日本語こんぺいとう

設立：1989年4月

代表：西川 典利

HP：https://nihongo-konpeito.jimdosite.com/

MAIL：konpeito-10@outlook.jp

　1989年より湘南台公民館にて地域に

暮らす外国籍の方々の日本語学習サ

ポートを行っている。その形のように、学

習しにきた仲間たちには個性豊かな生

活を送って欲しいという気持ちから「日

本語こんぺいとう」という団体名にし、初

めて来た方にはお菓子のこんぺいとう

を配っている。



災害に備えるまちミーティング
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重要なお知らせ重要なお知らせ 2023 年 4月 1日からの変更事項です

　2023年1月26日午後1時より「災害に備えるまちミーティ
ング」をオンライン開催しました。このイベントは、神奈川
県が主催する「パートナーシップミーティング」の枠組みの
中で実施し、できることを持ち寄って、参加組織等が「繋が
る」「関わりあう」ことを成果としていました。

　災害復興くらし応援・みんなのネットワークかながわの
伊藤朋子氏の基調講演から始まり、話題提供者には、湘南
工科大学の浅野教授をはじめ、藤沢市内で活躍している企
業や市民活動組織の方にお話ししていただきました。

　参加者は40名を超え、商店街連合会や海水浴場組合、
JA、自治会といった地縁組織の方や、生命保険会社や損害
保険会社、自動車販売営業所といった日ごろ市民活動セン
ターとしては接点の少ない方の参加がありました。それぞ
れ、平時の活動は様々なのですが、災害時の備えや心構え
にとても興味を持って参加していただきました。

　基調講演では、今後30年以内に70％程度の確率で起こ
ると予測されている地震による、藤沢市における被害想定
や津波被害の地図を見せていただき、過去の状況から被
災後の生活や復興に向けた取り組みや、近年頻繁に発生
している豪雨が引き金となる災害の事例も紹介いただき
ました。

　話題提供者である湘南工科大学の浅野教授からは、パ

ニック状態における人の動きの研究を通した災害時への
備えの考え方を、下田商会の下田様からは、数々の被災現
場で活動した経験から、3日は「自助」1週間は「共助」その
後「公助」であるとの示唆を、とことこの濱田様からは、日ご
ろのコミュニティ活動に災害を想定したプログラムや連携
を取り入れた事例、無印良品の畑様は、会社は第二の目標
として社会への貢献事業を掲げ全社で取り組んでいる事
例などの事例も興味深いものでした。

　その後、連携や協働といったパートナーシップ事業に向
けた登壇者を交えた分科会を行い、いくつかの平時の活
動や復興期の活動に向けたパートナーシップの芽が生ま
れました。藤沢市には発災時・応急時における支援の官民
協定は締結されているのですが、復興期へのアプローチ
は多いとは言えません。発災時後に各セクターが連携する
必要があることは明らかです。その対応をスムーズに実行
するためには平時から情報共有を進めることが重要です。

　1月25日に神奈川県で平時に行っている2カ月に一度の
情報共有会議に、内閣府の防災担当の参事官の方が参加
されました。平時の活動で定期的な会議を開催している例
は全国的にも少ないそうで、エールを送ってくださいまし
た。藤沢市内でも日ごろのネットワークや活動のつながり
を引き続き応援していきたいと思います。(て)

■開館時間の変更について
2023年4月1日より、藤沢市市民活動推進条例施行規則の変
更に伴い、以下のとおり変更いたします。

・市民活動推進センター
　平日・土曜日　9：00～22：00  ※変更なし
　日曜日・祝日　9：00～20：00

・市民活動プラザむつあい
　全開館日　9：00～17：00

■印刷用紙の価格変更について
施設内で販売する印刷用紙について、開館より20年以上価
格変更をせずに販売しておりましたが、昨今の仕入れ価格の
高騰に伴い、価格を維持することができなくなりました。2023
年4月1日より、以下のとおり変更いたします。

ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

用紙種類 B5旧 B5新 B4旧 B4新
普通紙   (100枚毎) 60円 90円 120円 180円
カラー紙 (50枚毎) 75円 150円
再生紙   (100枚毎) -　 -　 150円
用紙種類 A4旧 A4新 A3旧 A3新
普通紙   (100枚毎) 80円 110円 160円 220円
カラー紙 (50枚毎) 100円 200円
再生紙   (100枚毎) 90円 140円 200円 280円

100円 200円

120円 220円

200円
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■IT 講座「団体のウェブサイトを作成しよう！」 2月20日・27日（月）  　　　  13：30～16：00

■マネジメント講座「NPO の SDGs との向き合いかた」 3月5日（日）  　　　　　      13：30～15：30

■第 8 回 外国人の日本語スピーチ大会 in 湘南台 3月11日（土）  　　　　        13：30～15:10

アーバンセンター藤沢 Ｆ
※ビル名が変更になりました

■IT 講座「団体のウェブサイトを作成しよう！」
インターネット上で団体の活動を紹介しませんか？無料ウェブサイト作
成ツールを活用して、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週連続講座です。
※「1 団体 2 名での参加」をお願いしています。
日時　2 月 20 日（月）、2 月 27 日（月）どちらも 13:30 ～ 16：00
会場　藤沢市市民活動推進センター会議室
内容　1 回目：ウェブサイトの仕組みを知る
　　　2 回目：ウェブサイトを作成してみる
受講料　1 団体につき 2,000 円 ( 資料代含む )
対象　NPO・市民活動・地域活動に関わっている方
定員　5 団体 10 名（先着順・貸出 PC5 台まで）
講師・運営　藤沢市市民活動支援施設サポートクラブ　IT サポーター

■マネジメント講座「NPO の SDGs との向き合いかた」
SDGs で注目されている社会課題をデザイン思考より社会課題解決方法
のヒントを得ます。また、SDGs 達成に向けて期待される NPO の役割や
取り組む意義と可能性を知り、他セクターとの協力・協働事業を探り、
組織の運営や経済的自立につながるように活用されることを学びます。
日時 　3 月 5 日（日）13:30-15:30
会場　オンライン　または　藤沢市民活動推進センター会議室
講師　一般社団法人環境パートナーシップ会議 江口健介氏
料金　1,000 円　　※学生および 18 歳以下は無料
対象　市民活動を行っている団体や個人。興味のある方。
定員　30 名
主催　藤沢市市民活動推進センター

■第 8 回 外国人の日本語スピーチ大会 in 湘南台
藤沢に暮らす外国人の皆さんのお話を聞きにきませんか。
普段推進センターやプラザ、市内公共施設などで活動をしている団体か
ら、日本語を学ぶ生徒さんが参加しています。
※本企画は、市民活動プラザむつあいと湘南台公民館との連携事業です。
※新型コロナウイルスの影響などにより、予定が変更になる場合があり
ます。
　日時：2023 年 3 月 11 日 ( 土 ) 　13:30 ～ 15:10
　会場：湘南台文化センター 市民シアター
　対象：市内在住・在勤・在学の方 300 人
　料金：無料
　申込期間：2 月 17 日（木）～ 3 月 9 日（水）
　申込方法：電話（0466-45-3070）又は湘南台公民館への来館
　問合・申込：湘南台公民館

■2023 年度ロッカー利用団体募集
「市民活動推進センター」および「市民活動プラザむつあい」では、
2023 年 4 月 1 日（土）から館内設置のロッカーを利用する団体を募集
します。ご利用は、月単位、最長 1 年（2024 年 3 月末まで）です。利
用を希望される団体は、「ロッカー利用申込書」に必要事項を記入し、セ
ンターもしくはプラザまでお申し込みください。
また、現在ロッカーを使用されている団体は令和 5 年 3 月 31 日（金）
までにロッカー内の整理をして下さいますようよろしくお願い致します。

締切 　3 月 1 日（水）22:00 必着

※詳細はチラシをご覧ください

■2023 年度 ロッカー利用団体募集 2月10日（金）  　　　～   　       3月1日（水）
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