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ボランティアの"力"

↑「Let’s 体験!! 2015」でのボランティア活動の様子 （※P2 に報告記事）
イマドキのボランティア
「ボランティアとは、恵まれない人のために何かしてあげること」というイメージをもって
いる人が、以前は多かったように思います。確かに、まったく間違った認識ではありません。
しかし、これはボランティアのほんの一面にすぎず、また時代とともにその“形”は変わっ
てきました。特に阪神淡路大震災の際に、多くの人がボランティア活動に参加、復興の大きな
力になったことをきっかけに認識は変化。昨今では、災害発生時に社会人が休日を利用してボ
ランティアに駆けつけることも、珍しいことではなくなってきました。
さらに近頃は、若者の感覚も変わってきているようです。例えば、街の活性化イベントや子
どもの学習支援などの活動に、楽しみながらいきいきと取り組んでいる様子を見かけます。そ
こにはいい意味で「奉仕」といった感覚は存在していないようです。
サポセンの若者向けボランティア体験プログラム「Let's 体験!!」（P2 参照）では、多様な
分野の中から、自分が本当にやりたい活動を見つけることができます。ボランティアの大原則
は自発性ですが、“自分らしさ”が発揮できることが欠かせないなと、若者がボランティア活
動をする様子を見ていて感じずにはいられません。
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◇事業報告①

夏のボランティア体験講座「Let's 体験!! 2015」
＜松戸市の中高生が熱い！未来につながる一歩を見つける、ボランティア体験事業＞
「Let's 体験!!」は今年で 13 年目を迎える、サポートセンターの大きな事業の一つです。今年は 343 名
の中高生～20 代の若者が、44 団体の市民活動団体や NPO 法人、社会福祉法人の活動に参加してくれま
した。参加者の中高生たちの様子を見ていると、若者の社会貢献意識が少しずつ変わってきているよう
に感じられます。彼らの体験や感想を踏まえてレポートしたいと思います。

■ 事業概要とふりかえり

よう工夫しました。ステップアップコース参加者は 4

「Let’s 体験!!」では、ただ単にボランティアを体験

日間以上の活動日数を条件としているのですが、中に

するのではなく、活動先を自ら決め実際に参加する中

は最大で 13 日間参加した学生もいました。普段の生

で、自分自身の興味や関心に向き合い、一歩社会に踏

活であまり初対面の人と話すことが少ないからか、多

み出すことを大切にしています。また今年は新たに

くの参加者がコミュニケーションを苦手と考えてい

“ステップアップコース”を設け、意欲の高い参加者

る一方で、それでも社会に何か役立ちたい、主体的に

には、より団体の活動に深く関わり濃い学びができる

行動したいという意欲が感じられました。

■ 実施の流れ
日程
6 月 15 日(月)

テーマ

参加申込み期間

～7 月 14 日(火)

内容
・直接本人が来館し、申込書を記入する
・コーディネーターが個別に対応し、趣旨の説明や本人の関心を聞き出
しながら団体の活動紹介を行う

7 月 19 日(日)

オリエンテーション＆
マッチングの会

・ボランティア活動への意識を高め、参加者同士でチームワークやコミ
ュニケーションについて学ぶ
・団体の担当者と話した上で約束を交わす
○講師：須見庸子氏、岩崎和仁氏
(国際ファシリテーション主催

7 月 20 日(月)
～8 月 31 日(月)

各団体の活動現場で
ボランティア体験

中学生 PT メンバー)

・環境・まちづくり・福祉・国際協力・保育・社会教育など 8 ジャンル
46 プログラムから選択した活動に参加
（一般参加コース 268 名、ステップアップコース 75 名）

8 月 30 日(日)

ふりかえりの会
＆修了証授与

・自分たちが体験したことや感じたことを語り合う
・未来の松戸について考え、模造紙にまとめて発表する
・本郷谷市長から修了証を授与される

■受け入れ団体の声

■参加者の心に残ったこと
（ふりかえりシートに書かれた感想を抜粋）

○子供や大人と一緒に、虫を採って観察するという、普段あ

○障がい者の人たちもハンガーを組み立てたり、いろいろな

まりしないようなことなので、心配したが、班のリーダーを担

仕事をしていることを初めて知った。色々なひととコミュケー

当するなど積極的に参加者とも接して、一生懸命活躍して

ションがとれて楽しかったし面白かった。これからもっと色々

くれました。自分たちも楽しかったようで、よかったです。
［関さんの森を育む会］

なボランティアに参加したいと思った。
［活動先：ワークライフまつさと、高 3 女子］

○車に乗せて配達の手伝いということで、事故でもあったらと

○来場した地域の方と一緒に話たり、お礼を言ってもらった

心配するスタッフもいましたが、若者の姿を見たとたん、心

ことで、人と関わることはとても楽しいんだなと実感した。灯

配も吹き飛び、若い力に頼っておりました。配食を受けてい

篭流しの夜の景色がとてもきれいで感動した。

る利用者様も楽しみにしてくださいました。
［NPO 法人宅配給食すずな］

［松戸宿坂川献灯まつり実行委員会、高 1 男子］

2

◇事業報告②

「まちづくりキーパーソン養成講座」
～あなたの力がまちにつながる～
■事業の趣旨とふりかえり

■参加者の感想

これから市民活動や NPO などの地域活動に関わろ

○参加者が問題意識を持って積極的に取り組もうとしてい

うと考えている方を対象に、まちづくりで必要とな

る姿にも刺激を受けました。

る知識やノウハウを学ぶ講座と、それぞれの持ち味

○聞く、問う、共につくること、自分に向き合うこと、「楽しい」

を活かした現場での体験を通して、実際に地域で活

を大切にすること。全てが学びでした。

躍するキーパーソンを育成することを目的に実施し

○このような講座に参加したことがありませんでしたが、人と

ています。

のつながりがとても重要だと感じました。

定員いっぱいの 20 名に参加していただき、全 6 回

■最終回の報告会に参加された見学者の感想

に渡り実践家のゲストの話を聞いた上で、それぞれ
自分達がやってみたいまちづくりの企画を立ててい

○本講座は市民活動の実践まで結び付けられている点で

きました。最終回では参加者が夏の間に活動したこ

アクティブな動きのある有意義なものになっていると思い

とをプレゼンする報告会を行い、約 20 名の見学者の

ます。
○報告者全員が様々なテーマに対して、それぞれユニー

方々に聞いていただくことができました。貧困層の

クな視点で取り組まれており、好感が持てました。

子どもの居場所づくりや健全育成、高齢者の消費者

○講座をきっかけにチームが生まれるなどの場になってい

問題、若者を巻き込んだ地域活性化など、初めはぼ

ることもとても素晴らしいですね。

んやりとしていた参加者の想いが、仲間と意見交換
し、まずはやってみる中で具体化していきそうです。
この講座はあくまでキッカケづくりに過ぎません
が、これから継続的につながり合い、ネットワーク
を広げていくことで本当の意味でのキーパーソンに
なっていってほしいと思います。
日程
【第 1 講】
5 月 24 日(日)
参加者：32 名

概要（テーマ、ゲスト、特徴的なキーワード）

「ご近所イノベーション」の時代 ～一人ひとりの持ち味を生かすコミュニティのつくり方～
○講師：坂倉 杏介 氏（東京都市大学都市生活学部准教授）
＜人と人とのつながり新しい価値を生み出す＞・＜持ち味、つながり、アイデア＞
※坂倉さんのお話は、当センターのホームページより閲覧することができます。

【第 2 講】
6 月 7 日(日)
参加者：24 名

「まちのつなぎ役、コーディネーターの役割」

【第 3 講】
6 月 21 日(日)
参加者：21 名

「やりたいことをカタチにする秘訣、はじまりからこれまで」

【第 4 講】
7 月 12 日(日)
参加者：19 名

「自分の得意なことを団体で発揮するコツ、事務局のチカラ」

【第 5 講】
8 月 2 日(日)
参加者：20 名

「良い組織・事業を作るために必要な 3 つのスキル」

【第 6 講】
9 月 13 日(日)
参加者：30 名

修了報告会＆交流会「キーパーソンとして活躍する次の一歩に向けて」

○ゲスト：森 良 氏（NPO 法人エコ・コミュニケーションセンター 代表）
＜小さな経済、学び合い、助け合い＞・＜社会のお仲人さん＞・＜出番と居場所＞
○ゲスト：山田 美和 氏（MamaCan 代表）
＜社会からの疎外感＞・＜仲間づくりの難しさ＞・＜自分に向き合う事から始める＞
○ゲスト：庄子 渉 氏（松戸まちづくり会議 事務局）
＜町会という組織の成り立ち、面白さ＞・＜事務局という立場のふるまい方＞
○進行役：阿部 剛 氏（まつど市民活動サポートセンター センター長）
＜あつめる、つなげる、いかす＞・＜プレゼン力、会議力、現場力を身につける＞
○ゲスト：森 良 氏（NPO 法人エコ・コミュニケーションセンター代表）
＜対象としたい人を“お客さん”にしない＞・＜市民とは自治の主体＞
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◇松戸周辺の市民活動団体紹介［Vol.3］

NPO 法人 日本ファイバーリサイクル連帯協議会（JFSA）
今回は、
「Let's 体験!!」でボランティアを受け入れていただいた団体をご紹介
します。なお、
「日本ファイバーリサイクル連帯協議会」の記事は、
「Let's 体験!!」
の参加者である、松戸南高校の大石果菜さんに作成していただきました！

■第一印象は大きな古着屋さん
柏駅からバスに揺られること約 20 分。大きな倉庫

単純作業ではありますが、最中には反物や着物・ブ

タイプの古着屋さんが団体の活動場所です。個人的に

ランド物のバックなどなど、なかなか普段お目にかか

はもっと「THE・倉庫！」といったイメージだったの

れないものが出てきて驚きが尽きないので、とても楽

で、お店としてのスペースがとても広いことにまず驚

しく作業することができました。中には、メモやお手

きました。

紙を回収袋に添えられていたものもあり、人々のこの

こちらの団体では、古着のリユース事業を通して、

事業への関心と、人の心の温かさを感じました。

パキスタンの学校の運営の支援をしています。また、

この日は団体の方含めて 8 人で、約 600kg を仕分

ここだけではなく千葉市の方にも倉庫があり、そちら

けることができました！

でも作業を行っています。

■身近なところから世界と繋がれるボランティア

■ただ集めて、支援しているわけではないのです

私は幼い頃、パキスタンから来た友人とよく遊んで

「パキスタンの学校の運営の支援」というこの活動

いたことから「今のあの国を知りたい」と、この活動

ですが、こういった回収ボランティアの定番である学

に興味を持ち、参加しました。

用品（学校で使うもの）は集めません。

当日一緒に参加した人たちも、「パキスタンがどう

というのも、この活動はあくまで「お互いに古着の

いったところなのか知りたい」「世界で困っている人

販売事業を通して学校の運営を支える、という自立し

たちの助けをしたい」「昔から身近にあった古着と海

た関係を築く」ことが目的であり、お互いの希望だか

外支援の結びつきに興味があった」などと、身近な活

らです。こういった活動が成り立っている団体もある

動から世界を知りたい、役に立ちたいという意欲のあ

のかと、とても感動しました。

る人ばかりでした。

また、仕分けした古着はこちらの団体の方が年に４

国内だけでなく、世界へのボランティア活動につい

回、直接パキスタンまで届けに行き、一緒に販売して

て興味がある人・服が好きな人・興味がある人にはや

いるそうです。

りがいのあるボランティアだと思います。
また、こちらの「JFSA 東葛センター」では直接回

■実際に参加してみたよ

収・販売も行っています（着物などの和服や浴衣にも

はじめに、どういった活動なのか？パキスタンって

合う和小物も販売しています）。服が好きな方は是非

どんな国？といったことを団体の方から教えていた

一度、足を運んでみてはいかがですか？

だきました。
その後、作業場へ移動し、服の山とご対面。想像以
上の量に驚きです。服の選別方法を教わり、いざ服の
山を崩しにかかります。袋に入った服の重さを量り
（←これだけでも一苦労）、作業台に乗せて、仕分け

【団体概要】

をする。これをひたすら行います。

・代表者：田辺

紀子

・所在地：柏市大室 176-4
（東葛センター、古着ショップ kapre）
・TEL：04-7110-0984
・E-mail：kapre_by_jfsa@yahoo.co.jp
・URL：http://www.jfsa.jpn.org/
←お店の休憩所には活動紹介パネルが
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◇松戸周辺の市民活動団体紹介［Vol.4］

社会福祉法人 松里福祉会「わかば園」
社会福祉法人松里福祉会の「わかば園」を訪問しま

いました。

した。松里福祉会は、知的に障がいのある方の生活を

松里福祉会はボランティアの受け入れを積極的に

支援するさまざまな事業を行っており、「わかば園」

行っているそうで（Let's 体験!!には 5 つの施設がエン

は日中の活動を支援する施設の一つです。角ハンガー

トリーしてくださいました）、職員さんもとても親切

の組み立てなどの受注作業、陶芸・木工・縫製などの

に対応してくれます。「わかば園」の他、障がいをも

作品製作、散歩、カラオケ、施設外での余暇活動など

った人の就労の場となっている施設もあり、そこで製

のプログラムを提供しています。

造している商品（煎餅やおかきなど）は品質が良く、

この日のボランティア参加者は、中学生が 1 人。職

福祉事業所で作られた製品の中から優れたものを選

員さんから施設の紹介などオリエンテーションを受

ぶというコンテストで、表彰を受けたこともあるそう

けた後、施設の利用者さんといっしょに、お弁当用の

です。

割り箸などを袋詰めする作業を行いました。利用者さ

施設を訪問してみて、多くの若者にもっと障がいの

んは皆とてもフレンドリーで、にこにこしながら話し

ある方と接する機会をもってほしいなと思いました。

かけてきます。参加者の中学生は 1 人だけで緊張もあ

1 人でも、1 日だけであっても、こうした体験が積み

ったでしょうし、障がいのある方と接するのは初めて

重なっていくことが「ノーマライゼーション社会の実
現」につながるのだろうと感じました。

だということでしたが、恥ずかしがることなく利用者
さんとコミュニケーションをとりながら体験をして

【団体概要】
・理事長：岡田

吉夫

・所在地：松戸市金ヶ作 276-25
・TEL：047-384-0165
・URL：http://www.matsusato.or.jp/

いって声をかけるなど、皆立派にアシスタント役を務

◇松戸周辺の市民活動団体紹介［Vol.5］

めていました。

子ども漫画クラブ

漫画やイラストが好きな若者のボランティアの場
としてはもちろん、小中学生が安価で、安心して漫画
製作を学べる場として、今後の活動の展開が楽しみで
す！

本日の取材先は「子ども漫画クラブ」です。団体名
を聞くだけで、なんだかワクワクしてきます！
団体では、小中学生を対象にした漫画製作の講座を
普段は月に 1 回程度開催していますが、夏休み中は週
に 1 回で 6 週連続の講座を開催しており、今日はその
5 回目です。会場の八柱市民センターには、代表の織
井さんの他、5 人の Let's 体験!!の参加者、そして 9 人
の受講生が集まり、活気があふれていました。
講座は単なるお絵かき教室ではなく、ストーリー製

【団体概要】

作も内容に入った本格的なものです。今日はペンと墨
汁を使って下書きに墨入れをするという回で、受講生

・代表者：織井

もやや緊張気味…。ですが、Let's 体験!!の参加者はほ

・所在地：松戸市内

とんどが毎週参加している人で、手慣れた様子です。

・TEL：080-5004-8350

織井さんの指示がなくとも、受講生のもとに近づいて

・E-mail：kazu319o@yahoo.co.jp
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◇お役立ち情報コーナー
このコーナーでは、NPO や市民活動団体に対する助成事業、表彰事業などの募集
情報、その他活動に役立つ情報をご案内します。
（情報は 10 月 20 日時点のものです。）

１．現在募集中の助成金情報
分野・名称・助成団体
【子育て支援、子ども】

キリン・子育て応援事業
［
（公財）キリン福祉財団］

【スポーツ、健康】

コミュニティスポーツ
推進助成プログラム
［
（公財）住友生命健康財団］

概要・対象事業など
・子育て、子ども（未成年）に関わるボ
ランティア活動に対する助成。子育て
サロン、居場所づくり、いじめ･不登校
対策、社会体験、外国籍の子や障がい
児の支援など、幅広い活動が対象。

・高齢者、障がい者、生活困窮者、子ど
もが暮らしやすい社会になるための事
生活クラブ虹の街
業、事業に必要な調査・研究が対象。
エッコロ福祉基金
・公益コミュニティサイト「CANPAN」
［
（公財）ちばの WA 地域づくり基金］
への団体登録などが必要。

手のひらパートナープログラム
（難病患者団体支援活動）
［田辺三菱製薬（株）／（公社）
日本フィランソロピー協会］

・2015 年 9 月 18 日～11 月 9 日
・上限 30 万円、総額 3,500 万円
TEL：03-6837-7013
FAX：03-5343-1093
fukushizaidan@kirin.co.jp

・健康課題の解決につながる、または、 ・2015 年 10 月 26 日～11 月 9 日
心身の障がいなどにより社会参加が困 ・第 1 種：上限 50 万円・10～12 件
難な人々を対象としたコミュニティス
程度（第 2 種もあり）
ポーツの実践。
TEL：03-5925-8660
・2 年以上の活動実績があること。
FAX：03-3352-2021

【福祉全般、暮らしやすい社会】

【医療、難病支援】

募集期間・助成金額・問合せ先

・難病患者、その家族、支援者の方々の
共通課題の解決に向けた活動。社会参
加の支援・啓発、団体の自立や相談員
の支援・育成活動などが対象。

・2015 年 10 月 20 日～11 月 10 日
・上限 30 万円、総額 200 万円
TEL/FAX：043-270-4640
info@chibanowafund.org
・2015 年 10 月 1 日～11 月 15 日
・上限 100 万円、10～15 件程度
TEL：03-5205-7580
FAX：03-5205-7585
tenohira@philanthropy.or.jp

・地域コミュニティの再生と活性化につ ・2015 年 10 月 1 日～11 月 20 日
ながる事業。環境保全や異世代交流、 ・上限 150 万円、45 件程度
JT NPO 助成事業
不登校児の支援、まちづくりなど幅広
TEL：03-5572-4290
～地域コミュニティの再生と
い事業が対象。
FAX：03-5572-1443
活性化にむけて～
［日本たばこ産業（株）
］ ・法人格を有して 1 年以上の活動実績。

【コミュニティ再生・活性化】

【全般】

大阪コミュニティ財団
2016 年度助成
［
（公財）大阪コミュニティ財団］
【子ども、貧困対策】

エンドレス募金支援先団体公募
［大和ハウス工業（株）
］

・寄付者の目的、志に添った多くの基金
を受け入れており、それぞれに対象分
野、助成額が定められている。
・1 年以上の活動実績があること。

・2015 年 10 月 1 日～11 月 30 日
TEL：06-6944-6260
FAX：06-6944-6261
info@osaka-community.or.jp

・今回の募集対象は、貧困家庭の子ども
が健やかに暮らせるための支援活動。
・非営利法人で、法人格を有して 3 年以
上の活動実績があること。

・2015 年 10 月 1 日～11 月 30 日
・上限 100 万円、10 件程度
TEL：06-6342-1435
csr@daiwahouse.jp

２．千葉県のＮＰＯ関連情報
☆ NPO 法人が県制度融資を利用できるようになりました！
千葉県では、10 月 1 日より、地域社会の課題解決に向けてソーシャルビジネス等に取り組む NPO 法人を
支援するため、NPO 法人を県制度融資の対象に加えました。事業資金、セーフティネット資金、障害者雇用
推進資金などの利用が可能です。詳しくは下記までお問合せいただくか、ホームページをご覧下さい。

◇ 問合せ先：千葉県商工労働部経営支援課金融支援室 TEL：043-223-2707
https://www.pref.chiba.lg.jp/keishi/chuushou-yuushi/yuushiseido/chuushou/index.html
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◇影山コーディネーターの「市民活動学習塾」【2 時間目】

休眠口座の可能性
皆さん、こんにちは！コーディネーターの影山です。
猛暑も去り後は冬に向けて気温も徐々に下がってくる
と思いますが、皆さんどうお過ごしでしょう？さてこち
らのコーナーでは市民活動や NPO のトレンディな情報
などをお伝えしていきます。
今回のテーマは「休眠口座の可能性とは？！」につい
て話していきたいと思います。まずは皆さん、休眠口座
をご存知ですか？休眠口座とは長い間預金や引き出し
等の取り引きが行われておらず、眠っている口座の事で
す。正確には、最後に取り引きを行われた日から銀行で
は 10 年以上、ゆうちょ銀行では 5 年以上経って、かつ
預金者本人と連絡のつかないものをいいます。
この口座、いったいどうなってしまうかと言うと全国
銀行協会の規定により銀行の収入となるのです。ただ
し、預金者の利権がなくなるわけではないそうで、通帳
や印鑑を銀行に持っていけばちゃんと払い戻しは受け
られるそうです。もちろんこれは不当な事ではありませ
ん。しかし、この受け取り手がいないお金を何か有効利

用できる手段はないかと考えられ現在そのお金を、公益
のために事業を行っている市民活動団体や NPO 団体の
支援に使用できないかという議論が上がっています。
海外ではアイルランドやイギリス、隣国の韓国でも休
眠口座の活用がされています。活用の流れとしては各国
で差はありますが、基金を設立してそこへ休眠口座の資
金を移管して、団体へと援助する形が主流である様で
す。日本でも法改正等必要な手続きはまだまだ必要では
ありますが、この眠っている資金を今こそ起こし、地域
やひいては国が活気を取り戻していく活動に充てられ
ればと私も思います。
現在日本では年間 800 億円の預金が休眠口座に生ま
れるそうです。記憶にも新しい東日本大震災において、
災害時に緊急貸付などを必要とする推定人数に支援す
るために必要な額はおよそ 300 億円だそうです。もしも
休眠口座を活用できれば緊急時における支援もより迅
速なものになるでしょう。皆さんは「休眠口座の可能性」
についてどう思われますか？

◇サポセンスタッフのコラム

あらためて「市民活動」を考える
ナチスが最初共産主義者を攻撃したとき、私は声をあ

人的に「民主主義の推進」が NPO 法で禁止されていると

げなかった－－私は共産主義者ではなかったから

思うと興味深いです）、「施策の推進」に関しては、NPO

自分自身の「バランス感」を大切に！
法ではあえて触れられていません。つまり、市民活動団
げなかった－－私は社会民主主義ではなかったから
社会民主主義者が牢獄に入れられたとき、私は声をあ

体は個別の政治上の施策に対する意見表明、推進・反対

彼らが労働組合員たちを攻撃したとき、私は声をあげ

を禁止されている訳ではないのです。

なかった－－私は労働組合員ではなかったから

さて、「まつど市民活動サポートセンター」は、名は

そして、彼らが私を攻撃したとき－－私のために声を

体を表し、松戸の市民活動を支援するセンターです。市

あげる者は、誰一人残っていなかった
――マルティン・ニーメラー

民活動の支援、とは何か、と考えた時、現在の地域社会
に対する声や活動の有り様の多様性を支える、というこ

昨今、市民活動団体の政治的発言について取り沙汰さ

とではないかと考えます。ひとつの社会課題に対し、多

れることが増えています。果たして、市民活動から政治

様な手段の存在を認め、一方を封殺することなく、主張

的発言は一切してはいけないのでしょうか。

の違いを認め合うこと－－対話のプラットフォームづ

政治資金規正法において「政治団体」は、「政治上の

くりこそ、今の日本社会・地域社会の問題点を当事者が

主義若しくは施策を推進」している団体と定義されてい

解決していく王道ではないでしょうか。

て、特定非営利活動促進法では、NPO 法人は「政治上の
主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主た

「私はあなたの意見には反対だ、だがあなたがそれを主

る目的とするものでないこと」と記述されています。

張する権利は命をかけて守る」とは今の彼の態度だった。
――ヴォルテール

政治上の主義は「自由主義・社会主義／民主主義・権

（S・G・タレンタイア『ヴォルテールの友人』より）

威主義／資本主義・共産主義…」といったものです。こ
れら「主義」の推進は NPO 法で禁止されていますが（個

（副センター長
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浩典）

◇サポートセンターからのお知らせ
センターの主催事業や講座・イベントのお知らせ、施設利用に関するご案内などのトピックスをお伝えし
ます。なお、場所について記載がないものは「まつど市民活動サポートセンター」にて開催します。

●ＮＰＯ・市民活動よろず相談室

■ 主催事業・イベント情報

毎月 1～2 回、市民活動に関する専門的なテーマを設
定して無料の個別相談を実施しています。11 月から来
年 1 月の日程・テーマは以下のとおり。お一人 50 分程
度で、予約制です。お申し込みをお待ちしています。

●「見本市・みらいフェスタ」の開催について
来年 3 月に実施する 2 事業について説明会の詳細が
確定しましたので、ご案内いたします。

日時 11 月 12 日(木)
11 月 25 日(水)
12 月 9 日(水)
1 月 14 日(木)

【見本市・みらいフェスタ 団体向け説明会】
日時： 第 1 回 11 月 19 日（木）19:00～20:30
第 2 回 11 月 22 日（日）13:30～15:00
場所：まつど市民活動サポートセンター 大会議室
内容：今年度の 2 事業の目的と具体的な内容案、団体
募集の概要の説明
※申込み不要です。上記のいずれかにご参加ください。
※参加団体募集の時期：11 月下旬～12 月上旬

13～16 時「パソコン相談」
10～20 時「ボランティア」
13～16 時「労務・税務」
13～16 時「パソコン相談」

●地域活動マネジメント講座
「成果をあげる組織になるための 2 ステップセミナー」
日時 11 月 8 日(日) 13 時半～16 時半「組織力編」
（場所：松戸市民会館 301 会議室）
12 月 20 日(水) 13 時半～16 時半「事業力編」

＜事業概要＞

『第 13 回 NPO・市民活動見本市（仮）』
3 月 5 日（土）／まつど市民活動サポートセンター
＊市民活動に取り組まれている団体同士や市民、行政、
企業との協働など、パートナーを見つける

■ NEWS＆トピックス
●臨時休館のお知らせ

『みらいフェスタ 2016（仮）』
3 月 26 日（土）／松戸駅前
（西口デッキ上及び周辺を予定）
＊人通りの多い駅前に出て行き、普段関わることの少
ない市民に活動を PR する

平成 28 年 1 月 11 日（月祝）は、自家用電気工作物の
定期点検実施のため、臨時休館とさせていただきます。
ご利用のお客様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご了
承くださいますようお願い申し上げます。

ニュースレター ぽっく [第 2 号]
発行日：2015 年 10 月 25 日（※年 4 回発行）
発行元：まつど市民活動サポートセンター
（指定管理者 まつど NPO 協議会）

〒271-0094 松戸市上矢切 299-1（総合福祉会館内）
TEL：047-365-5522 FAX：047-365-5636
◇開館時間
月曜～土曜：9:00～21:00、日曜：9:00～17:00

E-mail：hai_saposen@matsudo-sc.com
URL：http://www.matsudo-sc.com/
facebook：https://www.facebook.com/matsudo.sc

◇休館日：第 1・第 3 水曜、年末年始（12/29～1/3）

《編集後記》秋は気候がよいためか、市民活動団体主催の講座やイベントが多くあります。センターに掲示されているチラシを見て、
「行ってみたい！」と思うものが多くありますが、センターのシフト勤務の日だとどうにもならず、泣く泣く断念するということがよくあります。
／買ってから 5 年も経たない液晶テレビが壊れました。（ちなみにその前のブラウン管テレビは 20 年近く使いました。）修理に数万円は
かかるし、治らないかもしれないとのことで、仕方なく買い換えました。テレビなしの生活をするという選択はできませんでした…。[は]
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