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◆サポートセンター協議会（会議）の開催
５回（４月、７月、10月、12月、３月）

◆イベントの実施

・所長と語るティーパーティー2019 ➡①
（９月17日開催）

・新春交流会 ➡②
（１月19日開催）

◆Facebook・メールマガジンにより情報発信

協議会及び利用者団体の主催イベントの紹介、

周知、サポートセンターからの情報提供

◆新しい市民活動フェアの検討への参加

新しい運営方式による市民活動フェアの

実施に向けた検討会への参加

◆年末のサポートセンター掃除週間の実施 ➡③

利用者が日ごろ利用する、サポートセンター

を自分たちで掃除する企画の実施

◆第８期利用者委員の追加募集 ➡④

～ 活 動 記 録 ～
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所長と語る部会 報告 
 

2018 年 10月 19日 

高沢 幸男（部会長） 

 

1. 開催日程 

開催日：2018年 9月 17日（月・休） 午後 1時～4時 

 

2. 開催場所 

サポートセンター9階 ボランティアサロン 

 

3. 参加者数 

34名（うち協議会委員 14名、事務局 2名） 

 

4. ゲストスピーカー 

・米田 佐知子さん(子どもの未来サポートオフィス)  

かながわコミニティカレッジ運営委員 

・松本 和史さん (NPO法人湘南ライフサポート・きずな)  

基金２１ 協働事業負担金交付団体 

・高城 芳之さん (NPO法人アクションポート横浜)  

基金２１ 成長支援事業受託団体 

・園田 明日香さん(NPO法人コス援護会)  

基金２１ ボランタリー活動補助金交付団体 

 

 

5. 主な内容 

原田所長より、サポートセンターは 1996年オープンで 23年目。社会環境の変化とともに、

順次支援メニューを変化させてきた。これからのサポートセンターはどのような支援拠点

であってほしいか、忌憚ない意見交換をお願いしたいと発題があった。 

これをうけて、ゲストスピーカーからはそれぞれの実践が語られた。 

子どもの未来サポートオフィスの米田さんからはコミニティカフェで社会に居場所を作り

①  
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出すという活動について語られた。湘南ライフサポート・きずなは野宿生活者をはじめとす

る生活困窮者支援を行っている。最近気になっていることはオリンピックに関連した野宿

生活者排除であり、これが国策として大学を休んでも単位を与える現代の学徒動員を行わ

れているという問いかけが行われた。アクションポート横浜の高城芳之さんからは若者は

ボランティアに興味を持っていても 5 割が活動をしていない。この潜在的関心層を様々な

場所に繋いでいきたいという実践が語られた。コス援護会の園田明日香さんからはコスプ

レというポップカルチャーを切り口にして、社会の中で居場所や役割を見出せない若者を

社会と繋いでいく活動をできる範囲で続けていきたいと語っていた。 

そして、それぞれ別のテーマで活動してるが、根っこの部分で繋がっているのではないかと

いう指摘があり、極めて密度の濃いリレートークが行われた。 

 

所長やゲストスピーカーの発言を受けて、「わたしたちが繋がれば何ができるか」をワール

ドカフェ方式で話し合いを行った。 

 

 

6. 今後に向けて 

・ 

・ 

・ 

・ 



主 催：かながわ県民活動サポートセンター協議会
問合せ：045-312-1121（内線2841） 協議会事務局

🎤 Guest Speaker 🎤

かながわコミュニティカレッジ運営委員会 委員

米田 佐知子さん (子どもの未来サポートオフィス)

基金２１ 協働事業負担金交付団体（H18～H22）

松本 和史さん (NPO法人湘南ライフサポート・きずな)

基金２１ 成長支援事業受託団体（H26）

高城 芳之さん (NPO法人アクションポート横浜)

基金２１ ボランタリー活動補助金交付団体（H25～H27）

園田 明日香さん(NPO法人コス援護会) 予定

ご意見募集中！

今回のテーマ「5年後の私たちとサポートセンターの役割」
から、あなたの団体が理想の姿になるためにサポセンに期
待することを教えてください！



                                               平成３１年３月１８日 

 

           ２０１９年新春交流会（ご報告） 

 

日時：平成３１年１月１９日（土） １３：００～１６：００ 

場所：１階県事業 PRコーナーA 

主催：かながわ県民活動サポートセンター協議会 

協賛：キリンビール㈱ 

協力：NPO法人かながわ避難者と共にあゆむ会（名刺作成コーナー運営） 

 

１． 実績 

・参加者：１６０名（内スタッフ１７名） ・名刺作成：１３件 

２． 経費支出 

・アトラクション ￥１０，０００－ 

・茶菓子      ￥３，８５９－ 

計       ￥１３，８５９－ 

３． 感想・意見 

（１）事前参加者募集により予想を超えた参加者となった。（前回４０名） 

（２）参加者が多かったので進行、椅子席配置、飲物などで課題を残した。 

（３）アトラクション（図師さん、胡
こ

心
こ

倶楽部）、平和の鐘などがうけ、会

が盛り上がった。 

（４）舞台の向きを変更したことが、広場をより効果的に利用出来た。（立

見者が多かった）全体スケジュールのうち名刺交換タイムは盛況だ

った。しかし、時間配分については、工夫の必要あり、また椅子席，

後方の椅子席など（椅子に座るのを嫌がる人もあり、椅子席の間に通

り道を作るなど）より効果的に工夫する必要がある。 

（５）広報についてはWebの反応が良くても更に声かけが必要。 

また、招待状はチラシにセットするとより効果的、更に、ポスター掲

示はエレベーター内、１階ホールに貼るのが効果的。 

（６）入場者の人数把握は、今一歩工夫の必要あり。 

（７）若者参加を働きかけたが、課題をのこした。 

（８）名刺コーナーの位置について、工夫が必要。 

（９）芳賀さんから提供された懐中電灯を出演者などに配ったが喜ばれた。 

                           

                              以上 

②  



2 0 1 9年１月19日(土)

13:00～16:00
（出入り自由！）

１階 ロビー

お問合せ かながわ県民活動サポートセンター協議会事務局 045-312-1121 内線2841
（かながわ県民活動サポートセンター ボランタリー活動サポート課）

『新春交流会』は、サポートセンター利用団体の
交流の場、 お互いに支え合えるネットワーク作り
を目的として開催します。

◆ アトラクション

☆図師たまみさん（コンサート）

☆胡心倶楽部さん（二胡演奏会）

◆ 利用団体紹介

◆ 名刺づくり （あなたの団体の名刺をつくりませんか）

◉ 皆さんで名刺交換しませんか？（サポセンの所長も参加！）

※ 簡単な飲み物とお菓子をご用意しております

新
春
交
流
会

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

無
料



＜★かながわ県民活動サポートセンター協議会からのお知らせ★＞ 

サポートセンター クリーン週間のご案内 

１２月14 日（金）～２1 日（金） 

 

＜＜サポートセンターをご利用の皆さまへ＞＞ 
 

◎日頃、利用している施設に感謝し、自分たちが使う場所を自分た

ちで掃除する企画をしました。新しい一年に向けて、個人や団体

でいつも使っているボランティアサロンやご自身のロッカー、レ

ターケースを綺麗にしませんか。 

 

★期間中は、掃除道具（雑巾・ほうき・ちり取り・バケツ）を 9 階の受付

前に設置しますので、是非ご活用ください。 

数には限りがありますので、譲り合ってご使用ください。 

 

サポートセンター協議会も掃除します！ 

１２月21 日（金）１７時３０分～１8時 00分（予定） 
 ★協議会委員も上記時間にボランティアサロンを清掃します！ 

  一緒に掃除してくださる方は、上記の時間にボランティアサロンにお集まりくださ

い。 

 
（問合せ先）：かながわ県民活動サポートセンター協議会事務局 

      045-312-1121（内線）2841 
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任期 

内容 

募集期間 

応募資格 

平成 31 年 4月 1日～平成 32年 3月 31日（次期への継続応募可） 

サポートセンターの運営及び利用に関する協議（会議を年 5～6回） 

交流の場の企画・運営（適宜開催） 

 

平成 31 年 1月 19日（土曜）～平成 31年 3 月 15日（金曜）

日） 

サポートセンター協議会委員 

大募集 
第 8 期協議会委員追加募集 

問合せ先 
サポートセンター協議会事務局 

TEL：045-312-1121 内線 2841 

FAX：045-312-4810 

9階フロント前に設置の応募用紙に必要事項を記載の上、 

同所にある応募箱にご投函ください。（下記問合せ先に提出も可） 

 

 

新春交流会 

 

所長と語るティーパーティー 

利用者が『サポートセンター』を考える 

 

利用者みんなで新春のごあいさつ♪ 

 

募集定員 5名 

応募方法 

④ 


