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　この冊子は、平成２５年度中に湖西市市民活動支援事務局が取材し、機関紙に掲
載した市民活動の事例、及び市民活動団体の紹介をまとめたものです。

　「こんなイベント、事業を考えたけど、一緒に考えたり、手伝ってくれる団体はどこか
にないかな？」と思ったときには、是非この冊子を開いてみてください。

　湖西市には、他にも多くの団体が活動しています。今後も市民活動団体を取材して
いくとともに、湖西がより良いまちに、もっと住み続けたいまちになるように、湖西市
は市民協働のまちづくりをこれからも推進していきます。
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地域
「顔の見えるコミュニケーション」が合言葉

新所 水とみどりのプロジェクト

新所あじさいまつり

●昆虫クイズや
トンボおじさんの
楽しいお話も。

●５年前、みんなでまちじゅうに植えたあじさい。
子ども達に、新所ならではの地域の関係を残したくて、 ３年まえから “新所あじさいまつり”を開催。
当日はスタンプラリーをしながら、植物や水生生物に触れ、 最後は木工作。
２５０個用意したお菓子もなくなりました。

●道路沿い約２キロで、あじさい鑑賞ができます。
とってもキレイです。
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　●身近な水生生物から、ヘイケボタルの赤ちゃんまで。
生き物大好きチビッコにはたまりません。

●「ピーーー」と澄んだ高い音が出る草笛。
ボランティアさんの手作りです。

●カブトムシやクワガタもたくさんいそう。
●木の笛とハチのおもちゃをつくりました。
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地域

主催・問い合わせ：

静岡県立湖西高等学校

静岡県湖西市鷲津１５１０－２

TEL：０５３－５７５－０５１１

FAX：０５３－５７５－０９７５

　

　

　

〒４３１－０４３１

湖西高校 ボランティア部
４０名ほどの部員が楽しく活動しています

湖西高校ボランティア部では、東北物産展や浜名湖マラソン、夕
涼み会のお手伝いや、鷲津保育園、国際交流協会のちきゅっこ
ひろばなど、こどもたちとふれあうボランティアまで幅広く活動し
ています。ボランティア部に入って、「コミュニケーション力がつい
た」「人と接することが楽しくなった」「行動力がついた」「自分から
気がつくようになった」そうです。

浜名湖マラソンのお手伝い イベントのお手伝い 仮植作業のお手伝い

中央：部長 中西 亜樹さん
左 ：部員 牧野 紗苗さん
右 ：部員 藤井 梨恵さん
取材を受けてくれた２年生部員のみなさん。
「先輩がやっていて、楽しそうだったから」「小さい子が好き
だから」と、活動の内容をとっても楽しそうに話してくれまし
た。活動が終わって「ありがとう」と言われた時が、一番嬉
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地域

　

だから」と、活動の内容をとっても楽しそうに話してくれまし
た。活動が終わって「ありがとう」と言われた時が、一番嬉
しいそうです。

表鷲津自治会
ボランティアや外国人の方も活躍しています

表鷲津地区では、平成１８年から表鷲津ボランティアの会を発足。「自分たちの地域は自分たちで守る」
「自分たちのできることは、自分たちでやる」と、住みよい地域を目指して活動。
１１月２４日（日）には、安心安全な地域実現をPRするパレードを実施。約３００名が参加しました。

湖西高校に集まる表鷲津のみなさん 指導を受ける中学生

12月１日（日）湖西市各
地で防災訓練。
湖西高校に風の杜、御
幸町、汐路の方々が集
まりました。
この地域は、外国人の
居住も多く、防災訓練
に馴染みのない人たち
も多数参加。
細井自治会長さんをは
じめ、役員さんがコミュ
ニケーションを取りなが
ら進行していました。
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地域

　

　

　

NPO法人 白須賀
伝統文化の継承及び地域の活性化

「使われていない畑をそのままにしてお

くのはもったいない・・・」

自然の中で子ども達に遊んでもらおう

と、会長の鈴木さんが協力してくれる方

に 声をかけ、３年前に公園作りをス

タート。現在会員１３名で毎週土曜日

９：００より、ビオトープの維持、しいたけ

栽培、ゲンジボタルの放流等を行って

います。
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主催・問い合わせ：

NPO法人　白須賀

〒４３１－０４５１

静岡県湖西市白須賀３８８６－１

TEL：０５３－５７９－００３４

http://www.kosai.org/NPOshirasuka/

今年の３月、会員の山田さんが自
宅で育てたホタルの幼虫、約３００
匹を白須賀幼稚園の園児が放流し
ました。今年で３回目となったこの活
動。自生したホタルが公園いっぱい
に飛び交うようになるまで、この活
動を続けていきたいそうです。「ほた
るのいっしょう」が分かる、手作りの
紙芝居も大好評だそうです。
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地域

〒４３１－０３０２
静岡県湖西市新居町新居１１９０－３
０５３－５９４－０５４０
http://a-machinet.org/

NPO法人新居まちネット

小松楼まちづくり交流館

事業紹介

●“まちの縁側”
入口入って左側。
地域の方、旅の方、
誰もが無料で使える
スペースです。
飲食OKです。

●小松楼サロン

・毎月第２、第４土曜日

・時間：13：30～15：30
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・毎月第２、第４土曜日

・時間：13：30～15：30

・参加無料

・お茶とお菓子の

サービスあり
・どなたでも参加◎

●“ビジターセンター”
新居宿まち歩きマップや
歩こうマップなど、
訪れた方が必要とする
マップや情報があります。

●“季節のイベント”
四季を感じるイベント
や催しを展開。

●地域の茶の間
・月に3回水曜日
・時間：13：00～15：00
・講師：山口萬知子さん
・おしゃべりや手芸、歌ったりと、

みんなで楽しくやっています。

●ギャラリー
スペースで
作品を展示。
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　 地域

　

　　　　

「備えあればうれいなし」

新居町災害ボランティア

２０１３年４月１７日（水）
中学1年生を対象に、災害ボランティア活動を実施。段
ボールの上に寝る「段ボール避難生活体験」や、お昼に
ハイゼックスを使って自分で米を炊いたり。体験活動の最
後に、全員にボランティア活動を行った証明書が新居町
災害ボランティアより発行。 これは災害時、公共交通機
関の交通費が無料になるものです。

新居町災害ボランティアは月々の定例会で減災知識や災害時に少しでも早く復興する方法を学び、地

域の活動につなげています。大規模災害時、行政や自衛隊等の力だけでは足りません。多くのボラン

ティアの力が必要となりますが、地域や全国から駆け付けてくれるボランティアをコーディネート（準備や

情報を提供）することが重要となってきます。皆さんと一緒に考え、学び、日頃から訓練することで災害

に備えて行きましょう！

新居中学校での災害ボランティア活動

小中学生と災害時の食事づくりの体験
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被害を少しでも少なくする方法や不幸にも起こってしまった災害を、
少しでも早く復興する方法を一緒に学びましょう。

年会費 ：個人会員 ３，５００円 法人会員 ５，５００円
資格 ：湖西市に居住または職場のある成人
定例会 ：毎月１回 第２水曜日 １９：３０〜
開催場所：新居地域センター
問合せ ：新居町災害ボランティア事務局

地域の役に立とう！と思っている方。募集中です。

２０１３年７月２９日（月）
実際にハイゼックスに生米を入れてご飯を炊き、災害時と
同じように、レトルトカレーを発泡スチロールの器に入れて
食べました。水を増やせばお粥に、具を入れたら炊き込み
風にも。震災の時は、水よりお茶やジュースが豊富にある
ため、それで炊くこともあるそうです。

小中学生と災害時の食事づくりの体験
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環境

５月１９日（日）
８：３０～１０：３０
湖西市運動公園周辺を清掃しました。

運動公園からアメニティ周辺　
約５キロの道のりを、８３名で
１１０キロのゴミを拾いました。
街はきれいになり、会話も弾み、
楽しいひと時でした。
またのご参加お待ちしてます。

ウォーキングクリーン作戦

＊（株）ダイナム静岡新居店＊
今回は、地域社会の貢献活動の
一環で、従業員の方とご家族の
方が参加。みなさんのおかげで
盛り上がりました。次回もぜひ。

ウォーキングクリーン作戦は、

H１９年２月に有志スタッフ６

人・参加者４７人で始められま

した。今回で２２回目。

過去最高の参加人数でした。

＜参加者の声＞

・地域の方と触れ合えて

良かった。また来ます。

・鳥の声や季節の花などが

見れて良かった。

・家族で参加。いいコミュニ

ケーションになりました。
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環境

　キエーロの配布だけでなく、使い方の
　ポイントなども教えています。

主催・問い合わせ：

ごみゼロの風 マンションやアパートのベランダでも
代表：杉浦　徹衛さん 使用可能なベランダ置きタイプもあります。
メール：tettsu-sgr@nifty.com

盛り上がりました。次回もぜひ。

ごみゼロの風

緑の地球を残すため、キエーロを使った
生ごみの資源化に取り組んでいます。

臭いや虫を発生させずに、生ごみが消え
てなくなる「キエーロ」に興味のある人は、
是非ご連絡ください！
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男女共同

男女共同参画を推進する交流活動に取り組んでいます

地域座談会のテーマ：
女性の視点から見た防災

こ あ ら

湖新楽交流会

車イスの方、歩くのがやっとの方

は、高台へどうやって避難するの

か。避難生活中、出産や新生児

避難所での女性スペースや
赤ちゃんスペースの確保。

活発な意見が発表されました
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高台に避難小屋があって、
あらかじめ、炊き出しや生活用
品を置いておけたら。

は、高台へどうやって避難するの

か。避難生活中、出産や新生児
がいた場合の対処がなされ
ていない。

子どもが遊びに行ったという
想定をして、いつもとは違う場
所での避難訓練も必要で
は？

とある避難所に来たママと赤ちゃん。泣き声
が迷惑になると思っていたら、ある方が、「赤
ちゃんがいてくれたおかげで、避難所生活が
和やかになります。ありがとう。」と言われたそ
うです。この話をされた方も、「困ったらいらっ
しゃいね。」と。暖かい言葉です。どんな状況
で暮らすことになっても、安心して暮らせる町
にしていきたいです。

夜間訓練をして、夜に避難するという
心構えが出来たので、やってよかった。
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子育て
　

 

 

　　　　

お母さんたちが気軽に集える場です

アトピーアレルギーっ子の会Umi

アトピーアレルギーっ子育児中のお母さんた

ちが情報を交換したり、話が出来たり、心安ら

げたり、気軽に集える場です。「おしゃべり会」

を始め、食や体、暮らしのワークショップ、イベ

ントも企画し、癒され、学び、楽しみながらみ

なさんといっしょに作っていく会です。

Umi代表 かとうりえさん

息子のハルくんがたまごアレルギーと

分かり、Umiを結成。
体や食のことを話したり、イベントを一
緒に楽しんでくれる仲間を募集中。１
児の母。浜松在住。

「アレルギーになって思ったこと」
アトピーやアレルギーになって、つら
いね大変ねと言われますが、ちょっ
と気をつけるだけで、アレルギーが
ない時の食事よりも、健康な食事や
暮らしをさせてあげられる気がしま
すし、何より子どもの体や気持ちが
より分かるようになりました。
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主催・問い合わせ：

アトピーアレルギーっ子の会Umi

加藤りえ
http://mamaveda.hamazo.tv/

shakti.rie@gmail.com

＊Umiの活動＊

９月にはいちじく狩り体験を。

１１月には、小さなお子様でも大丈夫な100%

のナチュラルな精油を使って、風邪予防ルー

ムスプレーを作りました。

みなさんのやってみたい！を形にしていきま

す。

一緒に楽しんでくれる方、大歓迎です。

「おいしいものを探そう」
外食ができない、メニューが限られるなど
閉鎖的になりがちだけど、代替え品を探したり、
子供と一緒にもっとおいしいものを探そうと
食に目が届く今を楽しんでやっています。
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子育て

　

主催・問い合わせ：

あらいっこあそび虫協議会事務局

family2525pore2@willcom.com 　
TEL：０８０-６９７０-０００５

お名前・住所・携帯番号・

携帯アドレスを明記して
送信してください

　

青空学級OBなど、幼稚園、小学校のお母さんが対象です

エンジョイ母親クラブ

今年で３年目のエンジョイ母親クラブ。
現在クラブのメンバーは３５名。湖西市に住んでいて、一番下のお子さ
んが幼稚園に入園されているなら、どなたでもご参加いただけます。母
親クラブは、普段体験できないことをやってみたり、異年齢の方と交流し
て顔見知りになり、災害時に助け合えるようにと設立された、人気のクラ
ブです。

母親クラブでは、年２０回ほど、様々な講座を行っています。自分が住んでいる町のものを地産地消し
ようと、食育講座では、新居名物のうなぎやしらす、カキについて勉強したあと、一番おいしい食べ方ま
で伝授して頂きました。今までうなぎが苦手だった方が今回の講座きっかけで、食べられるようになった

イベントの準備
仲右ェ門さんによる食育講座 「青空学級」のイベントのお手伝い
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まちおこし

新所原、湖西市を知って、
湖西市が好きになる企画を通して、
「まちおこし」が出来ればと、
世代・職業の枠を越えた、
「有志」が集まった会です。

新所原を元気にする会
地域まちおこし活動グループ

ようと、食育講座では、新居名物のうなぎやしらす、カキについて勉強したあと、一番おいしい食べ方ま
で伝授して頂きました。今までうなぎが苦手だった方が今回の講座きっかけで、食べられるようになった
方もいるほどです。健康講座では、ハンドマッサージの仕方や湖西FCの講師を招いてサッカーの実技
と講話を。また、３歳未満の子どもたちが親子で参加する「青空学級」のイベントのお手伝いなどをして
います。興味のある方、クラブに入ってみたい方はご連絡下さい。
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子育て

主催・問い合わせ：

ハッピーベービー

代表：豊田　登美子さん
湖西市鷲津１８２９－２

ken-ami09-11@docomo.ne.jp

　

　

　

　　　　

お母さんと赤ちゃんが笑顔でいられるためのお手伝いをしています。

育児相談は５～６組/月、ヨガ・ベビーマッサージは３組程度の

ハッピーベービー

＊ハッピーベービーの活動＊

ハッピーベービーは、助産師数人とベービーマッサージの
資格がある者達で、地域の育児支援を行っているグループです。

日ごろは、施設産科勤務・地域助産院で働いていますが、

あいている時間を地域の皆様の子育て支援に協力している仲間です。

保育園の育児相談、母乳相談、小学校の命の授業、中学校の

子育ての講話などに出向いています。

＜ハッピーベービーでは・・・＞
・育児相談など ：１件５００円
・ヨガ、ベビーマッサー ：５００円～１０００円
・小学校性教育 ：相談
・保育園の育児相談 ：１回１０００円程度 な

「子育ては毎日慌ただしく、手探り
状態。いつのまにか、ママの肩に
力が入りすぎてしまうことも。そん
な時、私の子育てと助産師の経験
がお役に立てれば。」と、代表の豊
田さん。
「１人で悩まないで、色んなこと、お
しゃべりしましょ。」

ふんわりと、あったかい雰囲気の
豊田さん。助産師。湖西市在住。２

ステキな仲間と地域の子育て家族のお役にたちたい

10

育児相談は５～６組/月、ヨガ・ベビーマッサージは３組程度の

グループ/月でお受けします。もちろん、１人でもお受けします。

中間支援

　説明を受ける受講生のみなさん
　実際に新聞に掲載された記事で

ふんわりと、あったかい雰囲気の
豊田さん。助産師。湖西市在住。２
児の母。

アクティブ湖西
市民レポーター養成講座

市民レポーターは現在１１人。

養成講座で記事の書き方を学び、外へ。

おぼと周辺の不便なところや課題をスマートフォン

で撮影し、位置情報を入れながら投稿。

講師に記事を見て頂き、
記事について解説。
写真のアングルも
的確なアドバイスを頂きました。

誰もが簡単に参加でき、
「魅力をPRするだけでなく、
課題解決に役立つようになれば。」

１１月１０日（土）９：３０～
おぼとにて市民レポーター講座が行われました。
市民レポーターとは、市民が身近なことに気づき、行動に移すきっかけにしてほしいと企画したもの。

「スマートフォンを使うことで、若者にも市民活動に参加してもらいたい。」と団体代表の杉本さん。

10



まちおこし

　

主催・問い合わせ： 　
湖西フロンティア倶楽部事務局

〒４３１－０４４１

静岡県湖西市吉美２２７１－１

TEL：０９０-１２９１-３２１０

http://www.kosai.org/

湖西フロンティア倶楽部/

平成２５年度 湖西市文化の香るこだわり事業

おちばの里とうげ祭りやおちばの里

親水公園まつりの運営、６月には鑑

賞会も行うホタルの保護活動、「小さ

な親切」運動と「森づくり県民大作

戦」に参加する団体と連携して、不

動谷の森の再生と保護活動や親子

で楽しみながら学ぶ自然体験教室

など自然保護・保全活動を行ってい

ます。

湖西フロンティア倶楽部

11

子育て

主催・問合せ：
ここねっと　タオのプーさん
〒４３１－０３０３
静岡県湖西市坊瀬８５３
代表　小林　園子 　
TEL：０５３－５７９－１０８２
http://www.kosai.org/coconet/

ここねっと タオのプーさん
伝えていこう！大切なこと

＊こんな活動しています＊
おはなしガーデンやおやこｄｅクリスマスコン
サートなど、親子で楽しめるコンサートや人形
劇を開催したり、ちびっこボランティアの育成な
ど、地域のために楽しいと思う活動を行ってい
ます。

11



まちおこし

　

　

　

寺道DE落語会
日本の伝統文化である落語を気楽に楽しめます。

寺道DE落語会は、落語を楽しめ、新居町
の歴史や景色のいいところも分かり、おい
しいお食事やお土産の情報も分かる、新
居町を楽しんで帰ってもらえるよう、「おも
てなしの心」で寺道落語会を運営していま
す。

代表の矢頭さんは、「地域落語会が、地元
の活性化に貢献できる」という仮説を立て、
調研究の成果を６月１５日・１６日に、第１０
回観光情報学会全国大会で発表をしまし
た。また、６月２９日には、ふじのくにNPO活
動支援センター主催、「しずおか未来会議」
において、観光情報学会での学会発表の
内容を中心に、これまでの落語人生からま
ちづくりに至った経緯を講話をされました。

12

文化

　

　

ちづくりに至った経緯を講話をされました。

平成２５年度 湖西市文化の香るこだわり事業

作家達が創る作家展。２０１３

プロ作家たちと、出会い、ふれあう機会は、そうない！
こどもたちに夢。おとなたちに希望。明日への新たなヒントは、自身の想像力と行動力。

12



子育て

文化

浜名湖の魅力まるごと３日間
湖西市文化の香るこだわり事業

まるごと釣り体験 まるごと職人体験 まるごと魅力大発見

浜名湖での釣りや魅力を発見しながら、楽しく職業体験しちゃう、魅力満腹イベント。（1回のみの
参加でもOK）詳しい日程など不明な点はお問合わせ下さい。

主催 ：特定非営利活動法人「みんなのおしごと」
問合せ ：０５３－４４７－８８９８（柴田）
http://www.minnano-oshigoto.com

「みんなのおしごと」とは？ 子どもの頃からの職業教育を通じた世代間交流に
よる生涯学習を目的とし、みんなが将来への夢を持つことが出来る社会づくりに
寄与しています。

今今今今はははは何何何何がががが釣釣釣釣れるかなれるかなれるかなれるかな？？？？

みんなでみんなでみんなでみんなで楽楽楽楽しくしくしくしく釣釣釣釣りをしりをしりをしりをし

ようようようよう！！！！

浜名湖浜名湖浜名湖浜名湖のののの魅力魅力魅力魅力をををを話話話話しししし合合合合ってってってって、、、、
大好大好大好大好きききき浜名湖浜名湖浜名湖浜名湖ブックをブックをブックをブックを作作作作ろろろろ
うううう！！！！

海海海海からからからから食卓食卓食卓食卓までのまでのまでのまでの流流流流れをれをれをれを知知知知

りりりり、、、、プロのプロのプロのプロの料理人料理人料理人料理人からからからから調理調理調理調理

のののの腕腕腕腕をををを伝授伝授伝授伝授！！！！

ひょうたんランプで街をほんわかと
あったかい、柔らかい光を放ちます

13

　

　

　　　　

ひょうたんの種をもらったことが
きっかけで、ひょうたんを育て、ラ
ンプを作り始めて３年目の夏目さ
ん。みんなに「きれいだ。」と言わ
れるととても嬉しいと、自宅でコツ
コツとひょうたんランプの制作を
しています。

ひょうたん制作、体験してみませんか？

入出にお住まいの夏目さん

小松楼で行われた「お月見会」で
ひょうたんランプの展示をしたり、
夏目さんの地元のお祭りで行わ
れた、ひょうたんの製作体験は大
盛況でした。
イベントで飾ってみたい、製作を
体験していみたいという方。ひょう
たんランプの展示、製作体験無料
で行ってくださいます。

13



パパたちの提案とパワーを集める会議 まちおこし

　

若者支援

パパ10名から出された
湖西市への提案

＜赤ちゃん＞
パパのための赤ちゃん
講座があったら参加したい。

やるじゃん！湖西☆

パパまちミーティング

＜福祉＞

通学にコーちゃんバスが

利用しやすいように

提案したい。

＜子育て＞

子供フォトコンテストや

育ジイフォトコンテストを

開催したい。

＜芸術＞

湖西市の

映画を作りたい。

＜商業＞

子供たちのお買い物

スタンプラリーと職業体験

をやりたい。

特定非営利活動法人 てくてく
「てくてく行こうよ・・・自分なりのペースで・・・」

14

主催・問い合わせ：

特定非営利法人活動法人てくてく
ニート・引きこもりの家族相談
〒４３２－８０５４

浜松市南区田尻町２０８－２

TEL：０９０－１４１６－６２２４

ブログ：よりみちNPO法人てくてく

　　　　

特定非営利活動法人 てくてく
「てくてく行こうよ・・・自分なりのペースで・・・」

＜てくてくとは？＞

社会に適応出来ていない若者とニートの青年及び
その家族と高齢者となった人などが協働して、精
神的・経済的な悩みを解決していけるよう、情報提
供や居場所づくりを行い、社会貢献に寄与してい
ます。

家族問題家族問題家族問題家族問題・ひきこもり・ニート・ひきこもり・ニート・ひきこもり・ニート・ひきこもり・ニート 個別相談個別相談個別相談個別相談

＊＊＊＊ひきこもりやニートはひきこもりやニートはひきこもりやニートはひきこもりやニートは経過経過経過経過したしたしたした年数年数年数年数によってもによってもによってもによっても対応対応対応対応がががが違違違違いますいますいますいます。。。。

一人一人一人一人でででで悩悩悩悩まないでまないでまないでまないで、、、、是非相談是非相談是非相談是非相談しししし、、、、これからのこれからのこれからのこれからの方法方法方法方法をごをごをごをご一緒一緒一緒一緒にににに考考考考えましょうえましょうえましょうえましょう。。。。

又又又又、、、、ごごごご家族家族家族家族のののの中中中中でででで問題問題問題問題がががが起起起起きているきているきているきている場合場合場合場合、、、、是非是非是非是非、、、、おおおお父父父父さんのさんのさんのさんの参加参加参加参加、、、、

相談相談相談相談がががが望望望望まれますまれますまれますまれます

相談相談相談相談はははは予約制予約制予約制予約制ですですですです。。。。

０９００９００９００９０－－－－１４１６１４１６１４１６１４１６－－－－６２２４６２２４６２２４６２２４

山本山本山本山本までまでまでまで
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　 国際交流

主催・問い合わせ：

湖西国際交流協会

湖西市鷲津１２９３－４

鷲津駅前事務所内

TEL/FAX：０５３－５７５－２００８

http://www.kosai.org/

koko/ちきゅうっこひろば/ 　　　　

中間支援

〒４３１－０４３１

湖西国際交流協会

ちきゅうっこひろば

湖西ライオンズクラブ
地域社会を支援するために必要なことをします

ちきゅうっこひろばでは、現在、幼稚園児〜中学生まで水曜日
（１５：３０〜１７：３０）と金曜日（１８：００〜１９：３０）に学んでいま
す。宿題をきちんとやるように習慣づけること、学校の授業につ
いていけるように、また、外国人の両親ができない勉強の手助
けなどのお手伝いをしています。学校の授業でわからないこと
や日本語の分からない意味などを気楽に聞いてください。優し
い国際交流協会のスタッフと湖西高校ボランティア部のお兄さん
お姉さんが教えてくれます。

15

主催・問い合わせ：

湖西ライオンズクラブ

〒４３１－０４４１

湖西市吉美３２７０－５　飯田ビル２F

TEL：０５３－５７５－１５１１

FAX：０５３－５７５－１５０８

http://www.lions334-c.org/index.html

　　　　

湖西ライオンズクラブ
地域社会を支援するために必要なことをします

＜清掃活動に使って トング寄贈＞

湖西ライオンズクラブ（ＬＣ）は、市民活動に利用して

もらおうと、同LCの松浦悦男会長が鷲津駅前事務所

を訪れ、清掃などにも使えるトングを１００本、市民活

動支援事務局に寄贈して頂きました。今までの短いも

のとは違い、挟みやすく、腰への負担も少ないです。

ウォーキングクリーン作戦のほか、自治会にも貸し出

します。

15



子育て

＊なろっぷの学童保育＊ ＊なろっぷの学童保育＊

主催・問い合わせ：

NPO法人湖西なろっぷスクール ＊緊急サポート事業＊

理事長　倉田たえ子さん
〒４３１－０４３１

湖西市鷲津３４８０番地
TEL：０５３－５７６－６１３８

FAX：０５３－５７６－６１４８

http://www2u.biglobe.ne.jp

遊びを通して学びます

ＮＰＯ法人 湖西なろっぷスクール

早朝７時半から夜６時半
まで。夏休みも８月のお
盆の３日間を除いては全
日開設します。

子どもが熱を出した。仕
事は休めない・・・。そんな
病時や静養が必要な病
後などの預かりも行って
います。

学童保育、こども同士・親子・
親同士・障害者との交流の
場の企画・開催、中学生〜大
学生を対象にしたリーダー養
成、託児ボランティアを行っ
ています。
また、親子が地域交流イベン
トや野外体験、宿泊体験を通
じて触れ合える場を提供して
います。
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子育て

主催・問い合わせ：

特定非営利活動法人ポレポレ

代表：柴田　摂美  

〒４３１－０３０３

湖西市浜名１０６３

TEL：０８０－６９７０－０００５ 　
http://pore2.net
family2525pore2@willcom.com
上記のアドレスに、 　
お名前・住所・携帯番号を明記して

送信してください。

親子でいっぱい、いっぱい笑って、楽しいことをたくさん親子でいっぱい、いっぱい笑って、楽しいことをたくさん親子でいっぱい、いっぱい笑って、楽しいことをたくさん親子でいっぱい、いっぱい笑って、楽しいことをたくさん

ＮＰＯ法人 ポレポレ

０才から楽しめるリズミあそびとリトミックや

1歳から小学生親子対象の体操、季節の

あそびや年２回のスペシャルイベント。親

子で笑って元気になれるプログラムばかり

です。詳しくは、新村まで。
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スポーツ

主催・問い合わせ：

湖西市体育協会

代表　佐原　徹朗

〒４３１－０４４１

湖西市吉美８３０－１

TEL：５７６ー１１２４

FAX：５７６ー１１２４

スポーツ

ＮＰＯ法人 湖西市体育協会
何かスポーツを始めてみませんか？

当協会では、一般競技団体がソフトボール、バレーボール、卓球競技など２０団
体が加盟、少年団は野球、サッカー、バレーボールなど８競技団体が加盟して
年間各種大会・教室を行っています。

第３４回選抜少年野球新居大会

９月に開催したグラウンドゴル
フ教室 男女２４名が参加した

ＮＰＯ法人 湖西ＦＣ
サッカーに親しみ、健康で有意義な生活を送るために

17

主催・問合せ：湖西FC

代表　野末　和男

〒４３１－０４３１

湖西市鷲津４０６－５０
TEL：５７６－５１１１

FAX：５７５－２１４３

http://kosai-fc.com
info@kosai-fc.com

ＮＰＯ法人 湖西ＦＣ
サッカーに親しみ、健康で有意義な生活を送るために

充実したサッカーライフをサポートいたします！

幼児から小学生・中学生、社会人まで様々な年代の方たちがサッカーを

楽しめるクラブです。

活動も平日、または週末と年代やコースに分かれて練習・試合などをし

ています。

興味のある方は是非、湖西FCクラブハウスまでお問い合わせください。
加藤良コーチ
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スポーツ

主催・問い合わせ：

スポーツきら・らんらん 　

代表：松下　栄子
〒４３１－０４３１

湖西市鷲津８１０ー９ 　
TEL：４４８－９３０９

障害支援

主催・問い合わせ： ＜キリンっこ＞
てんだあネット とっても明るく元気な子供たちが、

ＮＰＯ法人 てんだあネット
地域福祉の発展に寄与しています

ＮＰＯ法人 スポーツきら・らんらん
スポーツしながらきらきら輝いて、楽しくなってほしくて

地域の幼児から高齢者を
対象に、週に一度のヨガ
やエアロビを行っています。
１２月には「みんなでがん
ばるマラソン大会」を開催。
４才、５才から３年生まで
約３００人を超える参加者
でにぎわいました。
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代表：石田　勝義 　　 やさしく笑顔のたえない先生たちと
〒４３１－０４２１ 一緒に活動しています。
湖西市新所２３８ また、発達遅れや友達と遊べないなどの同じ
TEL：５７８－２４４４ 悩みを持つ親同士の交流の場でもあります。
FAX：５７８－２４４４ 　 体験、途中加入も大歓迎です。

＜問合せ＆参加申し込み＞
　 　担当：高柳 電話：５７８－２４４４

PCメール：kirinnkko@gmail.com
　 http://www.kosai.org/キリンっこ/

　同じ悩みを持っている方と
　交流を深めませんか？
＊キリンっこくらぶ、カンガルー
　くらぶに入る方は、加入して
　頂きます。（年間１，５００円）

　　場所：おぼと
　　時間：９：３０〜１２：００
　　　　　毎月1回、木曜日

〜楽しく体を動かそう〜

対象：新規は小学生
場所：勤労者体育センター
または浜名特別支援学校

時間：９：３０〜１０：３０

参加費：1回５００円

（講師料）

リトミック教室で表現しよう

キャンプやバーベキュー
交流会もあるよ

対象：未就園児〜小学生
場所：健康福祉センター
時間：９：３０〜１２：００
参加費：年間１０，０００円

代表の石田さん

キリンっこ親の会

キリンっこ担当：高柳さん

カンガルーくらぶキリンっこくらぶ
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障害支援

　

主催・問い合わせ：

特定非営利活動法人クローバー

代表　津田　明雄

〒４３１－０４３１

湖西市鷲津１０６１－１

TEL：５７４ー１５１５

http://www.npo-clover.org

　

幼児期から成人まで生涯にわたる支援

ＮＰＯ法人 クローバー

代表の津田明雄さん

＊行っている事業＊
◎つばさ（児童発達支援事業、放課後等デイサービス）
◎みらい（放課後等デイサービス）
◎ワークセンター（就労継続支援事業B型）
◎スマイル（生活介護）
◎あおぞら（グループホーム）
知的障害、発達障害などに関する相談もお受けします。

「自分の居場所」になる人もいる、居心地のいい場所です
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障害支援

主催・問い合わせ： ＊事業の紹介＊
精神保健福祉会さざなみ会 　・ハートピア・ワークス湖西
代表：小幡　とし子 　　湖西市鷲津５３１１
〒４３１－０４３１ 　　TEL：５７５－１０２１

湖西市鷲津５３１１ 　　精神障害者の作業所で、

TEL：５７５－１０２１ 　　草刈や内職などを行っています。 　　

　・家族会 ＊空き缶を集めています。
　　会員学習会、ふれあい広場、 　ご協力ください。
　　地域に向けての講習会を （収集時間：平日９：００〜１５：００）

　　行っています。

アマル・湖西市障害者相談支援事業所
　　湖西市鷲津５２９－１０

　　TEL：５２３－９０９０

　　障害に関する一般支援相談を行っています。
代表の小幡 とし子さん

「自分の居場所」になる人もいる、居心地のいい場所です

ＮＰＯ法人 精神保健福祉会さざなみ会
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