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ふじえだ市民活動支援センター通信
～市民活動団体の情報です～

令和 1年 5月 5日 第 56号 

発行：ふじえだ市民活動支援センター 

藤枝市駅前 2-1-5 文化センター2階 

TEL 054-646-3555  FAX 054-639-5334 

E-mail ｆ-pyua@cy.tnc.ne.jp 

HP https://www.fpyua.com 

 

ふじえだ市民活動支援センターは、新しい時代に『新たなコミュニケーション』と『新しい感動』

が生まれ、生きがいのある市民活動が出来るように運営していきます。 

皆さんの市民活動の拠点として、『もうひとつの居場所』として、お気軽にご利用ください。 

 

令和１年度におきましては、概ね次のような活動を重点に計画しております。 

1. 市民活動の拠点として、楽しく、便利に利用できるよう運営します。 

★市民活動に関する情報収集と提供 ★市民活動を行う団体及び個人の交流の機会の提供 

 2.  情報誌（ふじえだ市民活動支援センター通信）を発行します。 

    ★市民活動団体の情報収集と発信のためにセンター通信を年 6回発行（原則奇数月の 5日・組回覧） 

    ★活動団体の活動紹介やイベントへの情報等を掲載 

  3. 市民活動の活性化に向けた各種講座を開催します。 

    ★情報発信スキルアップ講座の開催 

     ・ＩＣＴ活用講座・ホームページ作成講座・クラウドファンディングの基礎知識向上講座  

     ・高齢者のためのスマホ活用講座 

 4. 市民活動団体等との交流による活動情報の把握と情報交換を行います。 

    ★他市町市民活動支援センターとの交流会の開催 

    ★支援センター利用登録団体交流会の開催 

    ★藤枝市と共催による「第７回市民協働フォーラム」の開催（12月７日（土）生涯学習センター） 

 5.  ＮＰＯ相談業務（ＮＰＯ法人立ち上げや活動相談等のほか市民活動に関するなんでも相談） 

 6.  藤枝市買い物弱者サポート業務（瀬戸谷、葉梨、岡部地区での市民ボランティアによる買い物支援） 

 7. 障害者福祉業務（障害のある人の「親なきあと」を考える事業） 

 8.  Fボラ（藤枝ボランティア）推進業務を行います。 

    ★ボランティア交流会やボランティア活動団体とのマッチング 

 

 

 

市民活躍まちづくり事業補助制度 応募団体を募集！ 

公益的な市民活動を応援！ 

◆対象団体・対象事業 

・活動の拠点が藤枝市内の市民団体（5人以上） 

・政治、宗教、営利活動、暴力団関係を目的としない 

◆選考方法 

6/23（日）の公開プレゼンテーション審査会で選考 

◆応募方法 

 申請書を 5/29（水）までに市民活動団体支援課へ提出 

 

市民団体のみなさんが行う、地域のためになる活動に補助金を交付します。 

あなたのアイデアを実現して、「選ばれつづけるまち・藤枝」づくりに参加しませんか？ 

 ◆補助の種類 

①活動推進
ス テ ッ プ ア ッ プ

支援 ②活動拡大
ジ ャ ン プ ア ッ プ

支援 ③高齢者活躍支援 

④女性活躍支援 ⑤クラウドファンディング支援 

◆補助金額等 

上限 10万円（対象経費の 2/3以内、②は 1/2以内） 

◆応募・問合せ 

藤枝市市民活動団体支援課（藤枝市役所東館 4階） 

 ☎054-643-3274 

 

“地域を盛り上げる事業” “みんなのためになる事業” を支援します！  



-  

ふじえだ市民活動支援センターのご利用について 

市民活動（市民の自主的・主体的な活動）を支援するために、

文化センターの 2 階に藤枝市が設置した施設です。市民活動の

拠点として、様々な情報や活動団体の交流の場を提供します。 

藤枝市を中心として活動を行っている方なら、どなたでも利用

できます。（※ただし、営利・政治・宗教目的の活動は除きます） 

支援センター登録はメリットいっぱい！ 

 ★会議室・ITコーナー、印刷室などを利用可能！ 

 …打ち合わせ場所やパソコンなど活動に欠かせないツール 

を揃えています！無料で予約・利用できます。 

但し、ITコーナーは夜間、休日は使用できません。 

★印刷機・コピー機を低価格で利用可能！ 

…プロジェクターやスクリーン等の貸出(有料)もできます。 

★団体の情報発信のお手伝い！ 

 …隔月発行の「センター通信」やホームページに皆さんの 

活動情報を掲載できます。 

★活動のスキルアップ、交流の拡大の場の提供！ 

 …活動に役立つ研修会や交流会等の開催や様々なイベント情

報をお知らせします！  

★支援センター利用時に市営駐車場料金の一部を助成します！ 

 …詳しくはお問い合わせください。 
 

   初期登録料 1,000円(登録時のみ) 

    年間登録料 1,200円（年度途中は 100円/月で計算します） 

ふじえだ市民活動支援センターとは 

いつ使えるの? 

★開館日 月～金曜日 9時 30分～16時 30分 

★休 日 土・日・祝祭日・年末年始・お盆期間 

＊夜間、休日は事前予約に限り使用可能です。 

(文化センター休館日(第 2日曜、年末年始)は使用不可) 

スタッフが 

親切に対応を 

してくれます。 

打ち合わせの

場所として 

利用しやすい 

です。 

利用者の声 

会議室 

展示スペース 



 

  

 

  

 

 

 

 

 

        
 

                 

        

 

  

                          

  

4月から 

市民活動支援センターが 

事務局になりました。 

藤枝市では、中山間地域等(瀬戸谷・葉梨・岡部)で、ご自身で買い物に

行くのが難しい方のために、ボランティアが買い物を代行する｢買い物

サポート事業｣を実施しています。 

① 
電話･FAX 
（申込） 

事務局 
 

② 
支援者と 
連絡調整 

 
都合がいいので 
行きます！ 

支援者 
 

③ 
買い物代行・配達 

利用者 

① 利用者が、支援センターに電話(または FAX)で注文 

② 支援センターが支援ボランティアに依頼・調整 

③ 支援ボランティアが買い物をして、利用者のお宅までお届け 

＊配達は週 2回(木・土曜日)で、利用料は 1回につき 300円です。 
 

支援ボランティアからは｢利用者と直接話すことができ、感謝して

くれることが嬉しい｣、利用者からは｢家まで届けてもらえて助か

る。ボランティアの方も良い方｣と好評の声が広がっています。 ＨＰはこちら→ 

買い物支援の流れ 

 

４月 7 日(日)に行われた「着て生かそう着物ショー」にモデルと

して参加し、会場準備も行いました。 

市民協働フォーラムにも参加し、Fボラの活動推進を行っています。 

学生の声 

★ 着物を着て、ファッションショーの舞台に立った時、「この様

な体験をすることは、そうそう無いだろう」と感じました。 

★ 学生生活だけでは得られない考え方や、価値観を得られ、学生

が成長する為の基礎になると思います。 

 

「何か始めてみたい！」そう思ったら「Ｆボラ」に登録して活動

に参加してみましょう。 

Ｆボラでは、様々なボランティア情報を紹介しているので、 

自分にあった活動が見つかるかもしれません。 

 社会参加への一歩を踏み出せば、新たな出会いや感動が生ま

れ、よりいきいきとした生活につながります。 
 
Ｆボラの登録やくわしい情報は、 

ホームページにアクセス！ 

藤枝ボランティア「Ｆボラ」で活動を始めよう！ 

静岡産業大学生がＦボラ活動として着物ショーに参加しました！！ 

し 

利用者(買い物を頼む方)・ 

支援者(ボランティア)の登録は 

市民活動団体支援課 

(054-643-3274)へ 

写真中央の武田くんが中心となり、

Ｆボラ活動を頑張っています。 



 

はつらつ笑寿会・・・脳トレなど認知予防のための勉強会 

ぱあとなあ静岡志太榛原連絡会・・・成年後見人に関する勉強会 

JFVCジャックフルーツボランティアクラブ・・・国際交流の親睦を図る 

たねっこ倶楽部・・・子供たちがボードゲームをきっかけに自信を持てるような第 3の居場所作り 

高洲ブルズ野球少年団・・・少年野球を通じて思いやるのあるたくましい人間形成を図る 

 

 

第 17回ホームページ講座 

日時：令和 1年 6月 10日(月)～8月 26日(月)  

毎週月曜日 全 10回 

時間：午前 9時 30分～午前 11時 30分 

場所：ふじえだ市民活動支援センター 

(藤枝市文化センター2F) 

内容：写真、文書、googleの地図、動画 

Jimdoで作成します。 

定員：6名(定員になり次第締切) 

受講料：6,000円 

持ち物：パソコン、ノート、筆記用具 

申込み：5月 20日(月)～5月 31日(金)の間に 

    ふじえだ市民活動支援センターに電話で 

    お申込みください。 

(住所、氏名、年齢、連絡先、パソコン有無) 

TEL:054-646-3555(担当：井上) 

 

最初はパソコンの言葉が全くわからなかったけれ

ど、町内会の役員ができそうです。 

色々な世代との交流ができて良かったです。 

家計簿をパソコンに入れています。 

今度はムービーに挑戦してみたいです。 

参加者同士で助け合い勉強できました。 

平成 30年 4月以降新規に登録された団体をご紹介します。 

 

日時：令和 1年 6月 11日(火)～11月 7日(木) 

   毎週火曜日または木曜の午前・午後 4 ｺｰｽ 

時間： 午前  9時 30分から 11時 30分 

    午後 13時 30分から 15時 30分 

場所：ふじえだ市民活動支援センター 

   (藤枝市文化センター2F) 

内容：ワード、エクセル、デジカメ、スマホの 

   基本操作 

定員：各コース 8名(選考) 

受講料：7,000円(全 20回、別途テキスト、資料代) 

持ち物：パソコン(ある人)、ノート、筆記用具 

申込み：5月 20日(月)までに住所、氏名、 年齢、 

電話番号、受講希望クラス(第 2希望まで)、

受講目的、過去の受講回数、パソコンの有無

を記入し往復ハガキにて応募ください。 

〒426-0034 藤枝市駅前 2-1-5 

ふじえだ市民活動支援センター 

 

ぴゅあパソコン教室 

センターからのお知らせ 

次号は令和 1年 7月 5日発行です。イベント、講座

情報お待ちしております。E メール又はホームページ

のお問い合わせページからも連絡できます。 

支援センターのホームページでは、 

イベント・講座情報などを掲載中！ 

ぜひアクセスしてみてください♪ 

センターHP 


