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事業＆お知らせ

▋「クラウドファンディングセミナー・ワークショップ」
千葉市主催

ミニコラム
 “喪失”と“回復”～市民活動交流サロンでの気づき～vol.44vol.44

　一口に市民活動団体と言っても、活動内容はもちろん、運
営体制もさまざまで、有給の専従職員を雇用している団体
もあれば、全員がボランティアでそれぞれが空いている時間
に活動をしている、という団体もあります。「市民活動は楽し
くなければ続かない」と言う人がいます。私もそう感じたこ
とがありますし、活動そのものに限らず、人との出会いやふ
れあいが楽しくて市民活動の世界に身を置いているという
側面もあります。
　一方で、私たちのくらしを支え、いのちを守る活動をして
いる団体は、楽しく活動をするという発想自体がそぐわない
のではないか？という思いももっていました。5月22日に開
催した市民活動交流サロン（part3）では、「いのち・くらし」
に関わる活動をしている4団体からゲストをお招きし、自分
としては“楽しい”という言葉を封印して活動紹介を聴き、対
談をさせていただきました。

　そこで“喪失”と“回復”というキーワードを得ました。コ
ロナ禍で仕事を失ったり、住まいを追い出されたり、また大
切な人を亡くしたりといったことは、誰にでも起こり得ます。
事故などで身体の機能を失うこともあるかもしれません。こ
うしたコト・モノ・ココロなどの“喪失”は、自身だけで“回
復”することは難しいでしょう。そのサポートのため、ゲスト
の４団体の他にも多くの団体が活動をしています。
　人は誰しも不安のないくらしを望んでいるでしょう。不安
がなくなり（小さくなり）、初めて物事を“楽しむ”ことがで
きるのだと思います。市民活動交流サ
ロンの動画は、当センターのfacebook
ページで公開しています。（右のコード
からもアクセスできます。）ぜひ一人で
も多くの方にご視聴いただけると幸い
です。（は）

登録団体主催の講座等を側面から支援！ 「ちばさぽセミナー」企画募集のお知らせ
　「ちばさぽセミナー」とは、登録団体が千葉市民活動支
援センターを会場にして開催する講座や相談会などを、当
センターが支援する枠組みです。今年度は、パソコンの操
作やオンラインの活用など、ICT（情報通信技術）に関す
る企画を対象とします。具体的な支援内容は、当センター
のホームページや「ちばさぽ通信」での紹介、チラシの通
信への折り込みなどで、すべて無料。他にも会場の優先予
約や、企画内容への助言もいたします。詳しい募集チラシ
もございますが、下記に応募要件等の概要を記します。ま
ずはお問合せからでも、お気軽にどうぞ。
○主な応募要件
・ICT（情報通信技術）に関する講座、相談会、研修等
・広く市民活動団体や市民を対象とする内容であること
・認定された事業は中止をせず、必ず実施すること

○開催期間・回数・会場
・2022年２月末までに開催するもの
・連続講座や定期的な相談会も可（※回数制限あり）
・会場を予約できる時間は、1回あたり最長4時間まで
・利用できる会場は、会議室または談話室
○応募方法・締切など
　所定の応募用紙を、８月31日㈫までに当センター宛てご
提出ください。応募があり次第順次審査を行い、応募受理
後一週間程度を目安に、審査結果をご連絡します。審査を
通過した団体とセンターとで協議を行い、実施内容を調
整・確定させた上で、「ちばさぽセミナー」と認定します。
認定数は3団体程度を予定しています。応募や認定状況に
よっては追加募集を行う場合もありますが、応募は１団体
１回（１企画）のみとします。

　クラウドファンディング（インターネットを介して不特定多
数の人々から少額ずつ資金を調達すること、以下CF）につい
て学ぶセミナーとワークショップが開催されます。CFは市民
活動団体の新たな資金調達手法としても注目されています。
これを機にCFにチャレンジしてみませんか。
■セミナー（オンライン開催、各回同内容）
日　時▶８/28㈯、８/29㈰ いずれも14：00～16：00
内　容▶CFの基礎知識、活用事例、起案者の体験談など
定　員▶各回申込先着80名
■ワークショップ（オンライン開催、各回同内容）
日　時▶９/11㈯、９/12㈰ いずれも14：00～16：00
内　容▶CFで実現したいプロジェクトの企画検討など
定　員▶各回申込先着20名
◇お問合せ
千葉市シェアリングエコノミー推進事業事務局
TEL：080-3714-0043　E-mail：info@share-chiba.com
※当センターは、主に広報面で協力をしています。

▋「シニアから始めるボランティア相談会」
生涯現役応援センター主催

　シニアが活躍しているボランティア団体を招き、活動内容
の紹介と個別相談を行うセミナーが開催されます。当セン
ターの他、複数のボランティア支援機関も参加し、説明と相
談対応をします。「ボランティアを始めるきっかけを探してい
る」といったシニアの方ぴったりの企画です。
日　時▶８/18㈬ 13：00～16：00
会　場▶千葉市文化センター９F会議室
定　員▶申込先着30名
【活動紹介を行う団体】
・ここから☆ビーチクリーン隊
・NPO法人ちば環境情報センター
・朗読ボランティア よみよみの会
・NPO法人アフタースクール
・千葉みらい響の杜学園とともに育つ会
◇お問合せ
千葉市生涯現役応援センター　TEL：043-256-4510
※当センターは、活動紹介団体の選定に協力をしました。
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NPO法人ハートキッズ・ジャパン
活動エリア▶千葉市・千葉県・関東近県
所　在　地▶千葉市中央区中央2-5-1千葉中央ツインビル2号館7階
連　絡　先▶info@heartkidsjapan.com
担当者氏名▶杉本 晃一

　NPO法人ハートキッズ・ジャパンは2021年４月に誕
生しました。生まれながらに心臓病を持つこどもたちと
その家族が世界標準の治療を受けられ、安心した未来が
迎えられるよう、あらゆる面からサポートします。
①小中学生向けの心臓外
科医体験ハートキッズ教
室、②クリスマスサンタ
小児病棟訪問、③医学研
究支援事業、④心臓病の
教育などを行います。会
員、ボランティアを広く
募集しています。

ちば環境情報センター

ザ・ボランティア サポーターズ

アートde話す倶楽部

活動エリア▶千葉市内を中心に県内
所　在　地▶千葉市花見川区（事務所）
連　絡　先▶090-7941-7655　konikoni@tky.3web.ne.jp
担当者氏名▶小西 由希子 

活動エリア▶千葉市稲毛区小中台
所　在　地▶千葉県
連　絡　先▶090-2528-7130　mb4nr5@bma.biglobe.ne.jp
担当者氏名▶佐藤 幸一

活動エリア▶千葉市
所　在　地▶千葉市中央区
連　絡　先▶043-242-5136　mitsuo@ishihira.net
担当者氏名▶石平 光男

　環境問題解決の糸口を見つけたいと、1996年より活動
を続けています。生物多様性を守る田んぼの米づくりや
里山の手入れ、使用済み割りばしの回収と紙資源への再
生、エコクッキングなどの環境講座。都川川遊び、プラ
スチックごみを考える取り組み、住宅地における太陽パ
ネル設置について考
えるなど。谷津田は
多くの生き物に出会
える桃源郷です。コ
ロナ禍の中、三密を
避けて一緒に活動し
ませんか。

　「ボランティア活動をしている市民団体のIT環境の充
実を無料サポート!」ザ・ボランティア サポーターズは、
市民活動をされている皆様を支援するためにHPの作成や
ITスキルの技術講座などの多様なサービスを提供してい
ます。①HPを代行し
て作成し公開する。②
動 画 を 作 成 し て
YouTubeに投稿する。
③PCやスマホの取り
扱い、スキルアップの
教室を開催する。など。

　芸術好きな仲間たちの集まりで「どう話せば思ったこ
とがうまく相手に伝わるか」が話題となり、仲間の知人
の元NHKアナウンサーを講師に勉強会を毎月1回開いて
います。写真は、油絵を題材に意見交換している所です。
　日本語の知識を深め、アートを題材として表現技術の
勉強をし、美術作品
について意見交換を
しながら話し方スキ
ルの向上を目指して
います。興味のある
方、ご一緒に学びま
せんか？見学やお試
し参加も大歓迎です。

活動エリア▶千葉市、柏市、八街市、佐倉市
所　在　地▶千葉市稲毛区園生町1107-7いなげビレッジ内
連　絡　先▶043-290-8015　info@ccmachinet.jp
担当者氏名▶岩上 章子

　誰もが自分らしく安心して暮らせる地域協同社会づく
りに貢献します。生活クラブ生協千葉から2004年に誕生
しました。相談・生活支援・権利擁護・サービス評価を
一元的に行うことで、様々な支援ニーズを把握、生活課
題を早期発見し必要な
支援に繋ぎます。
　その他生活支援サー
ビス、子育て支援、居
場所、生活クラブ安心
システム、成年後見支
援に取り組んでいます。

レインボー千葉の会
活動エリア▶千葉県
所　在　地▶千葉県千葉市
連　絡　先▶chiba.rainbow@gmail.com
担当者氏名▶斉藤 卓磨

認定NPO法人 コミュニティケア街ねっと

　レインボー千葉の会は、性的マイノリティーに関する
正しい知識の普及と人権意識の啓発、権利擁護を目的と
して、当事者とアライが立ち上げました。
　学習会やシンポジウムの開催、各方面への講師派遣、
政策提言活動を中心に活動しています。
　２ヶ月に１回、活
動報告や協議を行う
ミーティングや学習
会を開催し、公開し
ています。興味のあ
る方はお気軽に窓口
までお問い合わせく
ださい。



○お申込み方法（ちばさぽ主催の全ての事業共通）
千葉市民活動支援センターまで、メール、FAX、TELにて、
以下の項目をご連絡ください。
①事業名、②お名前、③ご住所（市区町村名までで可）、
④連絡先（電話またはメール）、⑤所属団体（あれば）

■2021年度運営協議会委員募集のお知らせ

■今年の「海の日」は７月22日、「スポーツの日」は東京オリンピック開会式の７月23日、「山の日」は８月８
日ですよ。祝日移動にご注意下さい。（か）■某ドラマの影響とかではなく、気象への興味が強くなっていま

す。複数の天気予報サイトを見比べるのが日課です。（は）■コロナのおかげで何時間でもTV、片っ端から中国時代劇、、、
しかし話せるのは謝謝のみ💦（な）■雨の語源は、天（あめ）だとか。天の水「あめのみず」らしいです。降れば憂鬱、降らね
ばヤキモキ。わがままなものですね。（や）■我が家の近所には幼稚園・小・中学校があります。運動会やイベントの音楽や
子どもたちの声が響く日常が懐かしい～！！（さ）

編集後記
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からのお知らせ
　当センターを市民の皆様にとって有益な施設にし、市民
活動を活性化させるため、運営に関するご助言やご提案を
いただく「運営協議会」の2021年度の委員を募集します。
登録団体に所属している方であれば、どなたでもご応募い
ただけます。募集要項と応募用紙は、ホームページに掲載
する他、ご連絡をいただければメールでお送りします。報
酬はございませんが、今年度は、“withコロナ時代”も見据
えつつ意見交換や情報交換を行うなど、より創造的な会に
したいと考えています。どうぞ奮ってご応募ください。
開催日時▶［第1回］2021年７月15日㈭ 18：30～
　（※第2回以降は委員の皆様との協議により決定します。）
開催回数▶年度内に5回程度
開催場所▶千葉市民活動支援センター 会議室
　（※状況によっては、オンライン開催も併用します。）
任　　期▶2022年３月31日まで
募集人数▶10名程度
応募締切▶2021年７月14日㈬

　11月20日21日に開催予定の「千葉市民活動フェスタ
2021」に向けて実行委員を募集します。関心のある方は、
ぜひご参加ください。登録団体の方、ボランティアや市民
活動に興味のある方、皆様のご応募をお待ちしています。
開催日時▶月２回程度、平日の18：30～20：00を予定
開催場所▶千葉市民活動支援センター（オンライン併用）
任　　期▶2021年11月まで
募集人数▶10名程度
報　　酬▶なし
応募方法▶応募したい旨、センターまで連絡下さい。
　　　　　応募用紙をメール・FAXにてお送りします。
応募締切▶2021年７月６日㈫
※初回開催は７月６日・第２回は７月20日を予定。

　ボランティアや新メンバーを積極的に受け入れている市
民活動団体（26団体）を紹介する冊子「市民活動マッチン
グカタログ2021」が間もなく完成の見込みです。“ワカ
モノ”をメインターゲットに、ボランティア活動やNPOへ
の参加のきっかけづくりとしてもらうことがねらいで、団
体の基本情報の他、今後やってみたい活動や、「こんなまち
にしたい」といった夢、メッセージ・PRなどが写真付き
で掲載されています。カタログは完成次第、大学や高校、
市内の公共施設に配布予定の他、当センターのホームペー
ジから、どなたでもダウンロードできるようにします。
どうぞご注目いただき、ご活用ください！

　２期目となる、千葉市主催の「ちばし地域づくり大学
校」。登録団体の認定NPO法人ちば市民活動・市民事業
サポートクラブ（NPOクラブ）が運営を受託していま
すが、当センターでも、講座の一部を担当させていただ
くことになりました。地域課題を解決するため、地域
福祉やボランティア活動の担い手や地域のリーダーを
育成する学校で、18歳以上の方が対象。基礎コースと
ステップアップコースがあり、今期はオンラインで受
講できるクラスが新設されました。開講期間は９月か
ら翌年２月（全12回）で、既に受講生の募集が始まって
いますが（８月20日締切）、応募多数の場合は、志望動
機を踏まえて選考が行われるそうです。詳しくはホー
ムページ（右のQRから）をご覧いただくか、下記、NPO
クラブまでお問合せをお願いします。
TEL：043-303-1688  
 E-mail：npo-club@par.odn.ne.jp

■千葉市民活動フェスタ実行委員募集

■「市民活動マッチングカタログ」完成間近！

※新型コロナウイルスの影響により、講座等が中止・延期
　になる場合がございます。ご了承ください。

CatchUpCatchUp
「ちばし地域づくり大学校」開講のお知らせ

ちばさぽ
玉手箱
ちばさぽ
玉手箱 　世界で行われているＳＤＧｓの具体的な事

例が、スルスル読める1冊があります。たとえば無担保で少
額資金を貧しい女性に貸し出す制度。「融資」なので返済の義
務があります。貧しくても機会さえあれば、働いてきちんと
返済できる人がほとんどなので、ミシンを買って仕立てを始
める女性や、小さなお店で雑貨を売り始めた女性たちは立派

に「事業」を継続。返済されたお金で、また
次の人を支援できます。制度を利用する
人も、補助事業自体も無理なく継続でき
る新しい支援の形。またレストランの代金
の一部が途上国の子どものランチに使わ
れるTable for twoなど、日本でもすぐに
参加できる活動がいろいろ。
え？！と思ったら、それがＳＤＧｓの入口です。

ＳＤＧｓ 今さら聞けないと思ったら

未来を変える目標
SDGｓアイデアブック
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