
 

 

 

 

平成 30年 4月 21日（土）13時 30分～14時 30分 

於 袋井市協働まちづくりセンター「ふらっと」 

＜ 次 第 ＞ 

1, 開  会    進行：西垣 美穂 （袋井青年会議所） 

2, 代 表 挨 拶  萩田 房夫代表  （NPO法人国際教育交流協会） 

3, 来 賓 挨 拶  原田 英之市長 

4, 議長選出 、総会成立報告    

5, 議   事 

議第 1号  平成 29年度ふらっと市委託事業報告   

議第 2号 平成 29年度ふらっと自主事業報告   

議第 3号 平成 29年度ふらっと収支決算  会計監査報告  

議第 4号 平成 30年度ふらっと役員（案）      

報第 1号 平成 30年度ふらっと事業計画     

報第 2号  平成 30年度ふらっと収支予算     

6, 閉   会 

 

 

 

 

[連絡事項]  

・団体名簿の訂正、追加承ります。改訂版発行予定 

      ・「市民活動団体冊子 No1,No2」貸出します。ご活用下さい。 

            ・「広報ふくろい」掲載依頼はふらっと事務局を通して下さい。 

・平成 30 年度会費納入お願いします。 

平成 30年度 

「ふらっと」総会 

＜添付資料＞     （ページ） 

・30年度事業計画表    (18 ) 

・ふらっと会則     (19～20 ) 

・ふらっと利用案内    (22 ） 

・人財バンク一覧    (23～27 ) 

・市民団体紹介冊子     

設置施設一覧    (28 ） 

 



1、委 託 事 業  

①市民団体紹介冊子 24団体追加  NO,1：143団体掲載  No,2：79団体掲載  

作成趣旨：市民活動啓発、協働相手の発掘、課題の抽出と適切な支援への手がかり 

・人財バンク、協働コーディネートの情報誌として活用する。 

別紙設置施設一覧参照（28ページ） 

 

② NPO相談会 25件   ※市民団体紹介冊子活用 11件 

 ・協働まちづくり提案書（内容、書き方）   2件  

・NPO活動情報              5件※ 

（レクリエーション関係、農業関係、研修会関係、日本語教育、パソコン） 

 ・CSR、協働コーディネート（コラボ、紹介） 5件※（婚活、手洗い教室、栄養講座） 

                           中北薬品、ヤクルト） 

・ふらっと登録（審査基準、条件達成法方）  3件（詩吟、着物、農業） 

・情報発信、仲間づくり           3件（花２、着物） 

・助成金情報                1件（高齢者支援） 

・公民館のコミュニティセンター化       1件（公民館） 

 ・講座企画内容、新設講座          3件（パソコン関係、語学関係、動物） 

 ・フードバンク事業について         1件※（フードバンクふじのくに来館） 

・福祉施設の農業について          1件（福祉施設紹介、連絡） 

③「ふらっと祭」開催   別紙報告書参照（2～3ページ） 

11月 19日（日）9:30～13:00  inコスモス館 

 出展関係団体、個人 35：約 100名、一般参加者：約 150名 

 

④ 協働コーディネーター育成講座  別紙報告書参照（4～5ページ） 

・テーマ「これからのまちづくり地域づくり～NPOと地域の交流で地域力 UP!」 

開催日 第 1回目 1月 21日、 第 2回目 2月 4日   

・講師 守本 尚子氏  述べ参加者数 57名 

 

⑤ 市民団体のふらっと登録 及び情報会員登録の推進     

・登録団体 54   (28年度から 2団体減) 

・情報会員 317   (28年度から 83会員増) 

・ホームページ更新 

・ふらっと通信  4紙発刊  (No,21 ～  No,24)    

⑥ 人財バンク     別紙「人財バンクリスト」参照（23～27ページ） 

◆市民団体紹介冊子作成事業に基づき「団体の活動」と「保有する人財」との 

 ネットワーク構築と拡大を推進する。 

議第１号 ＜平成 29 年度ふらっと事業報告＞  
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H29年度「ふらっと祭」報告書（H29年 11月 19日(日）9:30～13:00 開催） 

◆出展参加団体数：35  

 ◆参加者数：約 250名（出展者関係約 100名＋来場者約 150名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふ
ら
っ
と
主
催 

 出 展 名 内 容 

1 寿司、もち販売 ※ 寿司 1P300円×200、餅 7個 100円×数個 

2 ひめりんご 衣類、雑貨リサイクルショップ 

3 
輪投げコーナー 

子どもの遊び  ※ 

5本 20円  景品：1本入れば 1個 

・メンコ ・コマ ・ベーゴマ ・けん玉 

・おはじき ・お手玉 ・玉越しゲーム 

4 竹細工「かざぐるま」※ 組立 1個 200円 

5 ホットコーヒー 1杯 50円  

袋井南中学の生徒 6名がボランティア参加 ※に各 2名 

ステージ プログラム 会    場  
きのこ踊り（遠州スマイリーズ）  
♢浜岡原発を考える袋井の会 
ハーモニカ演奏（佐藤秀美） 
♢メロプラサポータークラブ 
アコーディオンと歌おう（修ちゃん） 
♢袋井市社会福祉協議会 
ラフターヨガ（ぴぽぱの会） 
♢スマイルリンクパソコン 
マジックショー (理工科大) 
◇白木を守る会 
◇CSR紹介（中北薬品㈱・㈱杏林堂） 
合唱（ありがとう広め隊） 
◇袋井市介護保険研究会 
◇NPO法人やくわり 
◇袋井 EMショップはこべの会 
袋井お元気体操紹介（健康づくり課） 
 
9:30～13:00 
  ◇団体紹介    ８団体 
★パフォーマンス ６団体 

■ゆるキャラ登場 
✿ ふっぴー   
■フリーマーケット８店 
■お楽しみブース 
★バルーンアート 
★マジックサークル 
★輪投げゲーム 
★子供の遊びコーナー 
★かざぐるま 
■ブース展示（活動紹介他） 
♢はーとふるプラザ袋井 
♢袋井市社会福祉協議会 
♢メロプラサポータークラブ 
♢浜岡原発を考える袋井の会 
♢袋井市介護保険研究会 
♢NPO法人いきいきいわた 
♢和服着付け体験コーナー 
♢スマイルリンクパソコン 
◇花日和の会 
■パネル展示 
◇NPO法人ふぁみりあネット 
◇袋井シニア支援センター 
◇それいゆの会 
◇国際ソロプチミスト袋井 
◇白木を守る会 
♢クローバーの会 

フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
出
店
者 

 団 体 名（８） 出 店 内 容 

1 NPO法人やくわり（登録） 焼き菓子他 

2 小出 麻未    （一般） 雑貨・衣類 

3 あいまいもこ   （一般） パン類 

4 神谷 製茶     （一般） 袋井茶、みかん 

5 村松 和未     （一般） 雑貨・衣類 

6 フジキッチン    （一般） から揚げ・焼きそば他 

7 寺田 裕美     （一般） 手作り雑貨、日用品 

8 川口 君子    （一般） 衣料、布製品 
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 パフォーマンス参加団体（６） 内   容 

1 遠州スマイリーズ きのこ踊り（2名） 

2 アコーディオンと歌おう 伊藤 修二 

3 ハーモニカ演奏 佐藤 秀美 

4 マジックショー 静岡理工科大マジックサークル（5名） 

5 合 唱 ありがとう広め隊 

6 ラフターヨガ ぴぽぱの会 （3名） 

  

 ブース出展団体(12) 出 展 内 容 パネル展示団体(7) 

1 社会福祉協議会 防災グッズ・その他 NPO法人ふぁみりあネット 

2 健康づくり課 袋井お元気体操 DVD 国際ソロプチミスト袋井 

3 介護保険研究会 介護保険研究会資料 袋井シニア支援センター 

4 メロプラサポータークラブ コンサートの広報 クローバーの会 

5 浜岡原発を考える袋井の会 本の紹介販売,写真展示 それいゆの会 

6 きもの着付けグループ 着物、着付け方 白木を守る会 

7 スマイルリンクパソコン タブレットの使い方他 どまんなか袋井映画鑑賞会 

8 NPO法人いきいきいわた AST気功で心身健康に  

9 花日和の会 作品の展示、販売  

10 袋井 EMショップはこべの会 ぼかし他器具の展示  

11 理工科大マジックサークル トランプ手品等実演   

12 バルーンアート 作品配布、販売  

＜収支報告＞ 

収 

 

入 

ふらっと出展売上金 60,900 

ブース出店料 7,000 

合    計 67,900 

 

＜ふりかえり＞ 

内容について  

・「子どもの遊び」をテーマに開催したので、子ども達と若いパパママの参加が有り良かった。 

 ・今回初参加の団体が 9つ出展した。ふらっと祭が徐々に定着してきたからではないか。 

 ・中学生のボランティア 6名の参加は市民活動に明るい兆しを感じる。今後も期待したい。 

 ・飲食コーナーを入口ロビーに設置できたことで、参加者の皆さんには喜んで頂けた。 

 ・市民活動紹介と啓発活動が行われ、交流と情報発信、ふらっとの周知につながった。 

 ・当日は、公共施設のイベントや農協祭が開催されたので、参加者数は伸び悩んだ。 

  ・開催日、開催方法及び内容について来年度の課題として再検討する。 

広報について  

・市内公共施設及び学童保育所、幼稚園、保育園には、ほぼ全域にチラシを配布。 

・中日新聞の休刊お知らせ裏面にチラシを印刷して頂いた。（市中心部） 

・広報活動は、各種イベントでチラシ配布、市民団体(130)へのチラシ郵送を行った。 

上記の通り報告します。平成 29年 12月 22 日  ふらっと事務局 

支 

出 

チラシ印刷、のぼり旗他 24,156 

食品仕入、景品菓子代 71,657 

玩具、風車材料他 24,612 

スタッフ,ボランティア昼食代 5,500 

合    計 125,925 
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29 年度委託事業「協働コーディネーター育成講座」               【報 告 書】 
これからの地域づくりまちづくり 『NPO と地域の交流で地域力 UP！』 講師：守本 尚子氏        

第１回／1月 21日（日）9:30〜12:00  inふらっと 
参加者 32名(公共施設７,市民団体 15,自治会 2,個人 2,市職員 6) 
1, 趣旨説明、プログラム説明 

ワークショップを通じて地域コミュニティの 
「効果的な活動」について考えます。 
 

2, アイスブレイク 
 ・「ふらっと」を中心に参加者の居住地域をマッッピングパフォーマンス 
 ・地域単位でグループを構成 （袋井南、浅羽、東、西、北、端） 
3, 大きく 4 つのグループに分けてワーク(袋井南,浅羽,袋井東西,袋井北端) 
① お互いの活動を知り合おう：参加団体紹介シートに記入 

・3分間で自分の活動を紹介➔聞いた人は 
「いいなと思ったこと」「もっと聞きたいと思ったこと」を 
色別付箋紙に書いて発表した人に渡す（1分間） 
➔発表した人は、もらった付箋紙を整理して貼る 

 

② 「もっと聞きたい事」に応えて各グループでワーク 
③ 自分の活動の「得意分野」「足りない所」などを A3紙に整理する 

★自分の活動を見つめ直す、再発見する、足りない部分を明確にする、連携できる相手を見付ける 
④ グループ内で共通項をどれだけ見つけられるか（3分間） 
・人数の少ないグループが有利という慣例に反して、8名のグループが最多勝利 

 

 

 

 

 

4, 袋井市のデータ紹介：パワーポイントクイズ形式で袋井市の実情を把握 

・人口構成比率（14歳まで 15,4%  15～64歳 61,9%）  

・県内で袋井市がランキング 1位が 6つもッ 
みなさん大きな声で自慢していいですョ 

 

 

 

 

・2025年には 75歳以上の増加に対し 74歳以下の人口が減少する 2025年問題が生じる 
・行政予算：2010年から 2015年を比べると税収は減、福祉及び物品にかかる費用は増 
市職員数は減(60%)に対し職員一人に対する市民の数は増（167%） 

   ・袋井市に住み続けたい人＋できれば住み続けたい人  70% 
    ・袋井市の為に何かしようと思う人＋やや思う人   34,5% 
     ・袋井のことを誰かに伝えたいと思う人＋やや思う人 34,1% 
★上記のデータから「今何ができるか、どうしたいか、どうしたらいいか」 

   課題解決の為に地域との「つながり」を考えよう。 
 

 

 

5, 協働コーディネーターの立ち位置 

① 地域の課題、課題に対応できる活動、施策を書き込む 
② 自分の活動が課題解決に関わっている事 
③ 実際に行われている取組、アイデア    ★地域ごとのワークにより、特色が表れている 

■人口増加率    ■15 歳未満人口割合 

■15～64 歳人口割合  ■普通出生率 
■経営耕地面積     ■特定健診受診率 

上記の通り報告します平成 30 年 1 月 21 日ふらっと事務局 
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29 年度委託事業「協働コーディネーター育成講座」   講師：守本 尚子氏  【報 告 書】 
これからの地域づくりまちづくり 『NPO と地域の交流で地域力 UP！』         

第 2回／2月 4日（日）9:30〜12:30  inふらっと 
参加者 25名(公共施設 6,市民団体 12,自治会 1,個人 1,市職員 5) 
1, 前回の振り返り 

袋井市の実情把握：数字データのおさらい、2025年問題の確認、 
市に住み続けたい 70%＞市の為に何かしたい 35%  

2, アイスブレイク 
 「○い○」の言葉を時間内にグループで幾つ見つけられるか 
 少人数のチームは不利、しかし頑張る気持ちが強くなり勝利できる。 
3, 前回ワークの整理（袋井南,浅羽・笠原,袋井東西,袋井北部) 
 各自のポジションを確認：横軸に地域性、縦軸に専門性を表す 
 それぞれの立場で地域とのつながりを考える 

課題を絞る➔課題解決のアイデアを探る➔課題に関わる団体と取組➔課題解決の企画作成 
4, プロジェクト作り 

 袋井北部 袋井西、東 袋井南部 浅羽、笠原 

企
画
名 

「花」のある 
地域づくり 

みんなの 
居場所づくり 

コミュニティ 
センターの有効活用
で「つながり」を作る 

高齢者の 
日常生活支援 

目
的
効

果 

・農を活かした高齢者
支援、居場所作り 

・耕作放棄地解消 

・交流の場づくり 

・空家の有効活用 
・交流の場づくり 
・引き込もり解消 

・自治会加入率 UP 

・あらゆる世代が活動
できる場所づくり 

（特に若者グループ） 

・高齢者の安心生活 
・高齢者の移動手段の
確保 

内 
 
容 

・耕作放棄地の整備と
花壇作り 

・高齢者の健康づくり 
・観光資源づくり 

・子ども食堂・栽園 
・高齢者の縁側 
・子育てママのしゃべ
り場 ・地域通貨 

・お手軽講座 

・若者の声を反映した 
コミュニティ運営 

・既存事業の見直し 
・新しい目的、企画の
創出 

・高齢者世帯の家事支
援（ゴミ出し、草取
り、掃除他） 

・病院、買い物他の移
動支援 

体 
 
 
制 

農業法人、農家、NPO 
企業等に協力支援頂
き「まちづくり協議
会」が主体となる 

・世話人（管理人） 
・お手伝いスタッフ 
・自治会、企業、NPO
との連携 

・まちづくり協議会に
於ける若者の参画
と情報共有（青年、
子育て世代） 

・コーディネーターの

確保 

「まちづくり協議会」
の充実を図り、隣人同
士の共助及びデマン
ドタクシー導入 

実
施
に
係
る
課
題 

・耕作放棄地の選定 
・主体となる人材確保 
・小屋（施設）作り 
 

・管理運営 
・PR活動 
・空家さがし 

・若者が「次の世代を
担う」自覚を持つ 

・「祭り」も「地域づ
くり」も同じように
関心を持つ 

・交通事故の不安 
・家族の理解 
・運転ボランティアの
人材確保 

相互評価     

実現しそう 5 4 3 3 

楽しそう 5 5 2 0 

効果出そう 5 12 10 14 

 
5, 地域の課題解決プロジェクトを実現する為に「ふらっと」がサポートできること。   
 ・来年度事業として、地域ごとの「協働まちづくりワークショップ」開催を検討する。 
 ・公民館のコミュニティセンター化に伴う「まちづくり協議会」運営と市民団体をつなぐ。 

上記の通り報告します平成 30 年 2 月 15 日ふらっと事務局 5 
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 「もったいないフェア」6 月 18 日（日）9:00～13:00 
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協働まちづくり事業プレゼンテーション開催 

4/23  9:00～12:00 於総合センター4F 

1, うぶごえ応援隊 

「フリースペースmamaんちの拡充と啓発活動の推進」連携 

 子育ての仲間づくり、交流の場、学びの場の拡充支援 

2,クローバーの会：「低出生体重児とその家族への支援」連携 

子育て交流会開催、情報誌発行、写真展開催、相談支援他 

3, 白木を守る会：「山芋植えて飢えない心“い～ら・ここ”」補助 

山芋の栽培を通して地域住民の交流と防災の啓発、地域の活性化 

4,ユースネットふくろい：「つくってみよう～ドリームマップ～」補助 

小学 4～6年生対象にドリームマップを通して徳育、生きる力、世代間交流 

5, ふくろいコミクス：「私の袋井物語☆THE MOVIE」補助 

 市民参加による映画制作を通して世代間交流 

袋井の活性化、袋井の良さを再発見、 

6, 遠州アカデミー：「市民を対象にした第 2回袋井名作映画祭の開催」補助 

低料金で優秀旧作品映画を鑑賞する機会を提供し 

文化芸術の振興を図る 

7, 袋井シニア支援センター 

「介護予防体操で健康長寿の地域づくり」委託 

「でん伝体操」の普及と交流の場の提供を通じて 

介護予防を目指す 

8, 袋井青年会議所 

「第 3回まち☆いき～FUKUROI フェスタ愛・夢・希望」補助 

8/27市役所南側芝生広場にて地域愛の醸成と 

多文化交流を柱としたイベント開催 

9,静岡県温室農業協同組合クラウンメロン 

「クラウンメロンこどもガイド事業」補助 

 小学生 20名、留学生 5名をクラウンメロンマイスターとして育成し国内外へ袋井を発信 

10,NPO法人健康文化クラブ：「自分で守ろう 自分の健康」補助 

 杏林堂薬局（株）の CSRと協働し数値目標を立て体操とセミナーで健康づくりに取り組む 

11,ふくろい未来づくりラボ：「命つなぐ大好き袋井の恵みおひさまプロジェクト vol.2」補助 

 ・食育映画上映及び親子味噌作り講習会実施・ひまわり畑創出で賑わいと交流 

 

 

プレゼン資料は「ふらっと」

に有ります。詳細が解ります。 

希望者には差し上げます。 

 

下さい。 

採択審査結果は5月末に発表予定です 

 

 
出店者受付中：1ブース 2m×3,5m, 車出店可、15ブース募集   

申込み受付 6/16(金)まで,詳しくは下記までお問い合わせ下さい。 

副市長の挨拶で開会 

子育て支援の提案 

審査委員の皆さん（6名） 

食育と賑わい作りの提案 

前半は約 40名参加、後半は 20名 

お疲れ様でした 



ｊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.22  2017 JUNE 

ふらっと総会開催 5/16  13:30～14:30 総会資料は HPに掲載しています

「ふらっと」にも有ります。 

希望者には差し上げます。 

 

下さい。 28 年度事業の特色 

◆協働コーディネーター育成講座 

「体験編」「実践編」があり 

CSR、協働について実習できた。 

◆登録団体、情報会員の登録推進 

 登録団体数 58、情報会員数 234 

◆「ふらっと祭」 

新しいネットワークを構築した。 

留学生、ゆるキャラ、理工科大 

はーとふるプラザ、介護研究会他 

◆市民活動団体冊子 N0,2 作成 

  55 団体掲載 調査継続中 

 30 冊が最大限に活用される様 

 に設置施設を検討（下記表参照） 

◆NPO 相談 37 件 

 16 件は市民団体紹介冊子活用 

 2 件はふじのくに西部で対応 29 年度事業について 

◆協働コーディネーター育成講座 

市と連携しニーズに対応する企画 

◆登録団体、情報会員の登録推進 

ふらっとネットワークの拡大 

◆ふらっと祭 11 月 19 日(日)開催 

 CSR、協働事業の活動発表 

 団体紹介、フリーマーケット他 

◆市民団体紹介冊子作成 

 市内で活動する市民団体の全て

を掲載することを目標に情報収集 

◆NPO 相談会 

 ・ふらっとスタッフ在駐時間以外

の窓口対応は、市民協働課で受付 

・必要に応じて「ふじのくに西部

NPO活動センター」の支援を要請

する。 

 

28 年度事業報告は森副代表 

議長は根津氏（山の会） 

滞りなく議事を進行しました 

萩田代表の挨拶で開会 出  席：１６団体、 

委任状：２５団体 

 合計 ４１団体 

登録団体数５８団体の 

過半数で総会成立 

（会則第９条） 

←来賓は市長の代理として 

理事兼総務部長 

金原富雄氏から挨拶を 

頂きました 

市民団体紹介冊子設置施設 

1～2 市民協働課（市役所） 

3 地域包括ケア推進課 

4 社会福祉協議会 

5～18 市内公民館 

19 ふじのくに西部 NPO 

20 メロープラザ 

21 袋井市立図書館 

22 浅羽図書館 

23 豊沢ふれあい会館 

24 もうひとつの家 

25 袋井国際交流協会 

26 浅羽保健センター 

27～30 ふらっと（貸出し可） 

 

ふらっと自主事業 
◇ふらっと貸館 
有料講座の 5%還元 

◇施設備品利活用 

・印刷機・ロッカー・プ
ロジェクター・テント・
パウチ・マイク・シート 
◇常設フリマひめりんご 

◇もったいないフェア 

◇大掃除＆交流会 

No,1 No,2 

市内では 300 余の市民団

体が活動しています。 

現在、冊子掲載 198 団体 

です。地域の公共施設等で

活動する団体の取材を 29

年度も継続します。ご協力

よろしくお願いします。 



①  

袋井南中学生 

6名ボラン 

ティア参加 

地域と繋がり

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ステージ プログラム 会    場  
きのこ踊り（遠州スマイリーズ）  
♢浜岡原発を考える袋井の会 
ハーモニカ演奏（佐藤秀美） 
♢メロプラサポータークラブ 
アコーディオンと歌おう（修ちゃん） 
♢袋井市社会福祉協議会 
ラフターヨガ（ぴぽぱの会） 
♢スマイルリンクパソコン 
マジックショー (理工科大) 
◇白木を守る会 
◇CSR紹介（中北薬品㈱・㈱杏林堂） 
合唱（ありがとう広め隊） 
◇袋井市介護保険研究会 
◇NPO法人やくわり 
◇袋井 EMショップはこべの会 
袋井お元気体操紹介（健康づくり課） 
 

■ゆるキャラ登場 
✿ ふっぴー   
■フリーマーケット 10店 
■お楽しみブース 
★バルーンアート 
★マジックサークル 
★輪投げゲーム 
★子供の遊びコーナー 
★かざぐるま 
■ブース展示（活動紹介他） 
♢はーとふるプラザ袋井 
♢袋井市社会福祉協議会 
♢メロプラサポータークラブ 
♢浜岡原発を考える袋井の会 
♢袋井市介護保険研究会 
♢NPO法人いきいきいわた 
♢和服着付け体験コーナー 
♢スマイルリンクパソコン 
◇花日和の会 
■パネル展示 
◇NPO法人ふぁみりあネット 
◇袋井シニア支援センター 
◇それいゆの会 
◇国際ソロプチミスト袋井 
◇白木を守る会 
♢クローバーの会 

 

 

 

No.23  2017 December 

「ふらっと祭」開催 11/19(日) 9:30～13:00 in コスモス館 

 
初参加の９団体です 

 

②フッピーが 

応援にきてく
れました 

萩田代表と 

オープニング 

③アコーディ
オンの修ちゃ
んと秋の歌を
歌いました。 

④ラフターヨガ 

ぴぽぱの会が 

みんなに「笑い」
をプレゼントし
ました。 

⑤着物の良さを

伝えたい。眠って
いる着物を活用
してもらいたい 

着付け体験 ⇒ 

⑥白木を守
る会・太陽光
発電・防災・
山芋栽培・緑
のカーテン
作り等の活
動推進をし
ています⇒ 

⑦竹細工 

かざぐるま
を作るコー
ナーでは手
作り感満載 

⑨「花日和
の会」の皆

さんが思い
思いの作品
を展示販売 

会場が華や
かになりま
した。 

⑧NPO法人いきいきいわた 

AST気功で心身を健康に 

➔ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

静岡理工科大学 

マジックサークル 

 

CSR紹介パワーポイント 

中北薬品㈱手洗い教室,活命茶 

㈱杏林堂薬局健康測定付講座 

 

ありがとう広め隊 

 

子どもの遊びコーナー 

 

はーとふるプラザ関係 

 

き の こ 踊 り 

 

フリマの賑わい 

防災グッズ 

スマイルリンクパソコン EMはこべの会 パネル展示 

バルーンアート 

原発を考える会 
メロプラ 

サポーター 

クラブ 

袋井市協働まちづくりセンター「ふらっと」  〒0022 袋井市方丈 3－5－11 
TEL/FAX0538(43)6315   E-mail:flat520@bz01.plala.or.jp 

平日 9:00～13:00, 土日祝 10:00～12:00 スタッフ在駐 



ｊ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 袋井北部 袋井西、東 袋井南部 浅羽、笠原 

題 「花」のある地域づくり みんなの居場所づくり 地域の「つながり」作り 高齢者の生活支援 

目
的 

・耕作放棄地解消 
・交流の場づくり 

・空家の有効活用 
・交流の場づくり 

あらゆる世代が活動 
できる場所づくり 

高齢者の移動手段の 
確保と生活支援 

内
容 

耕作放棄地の整備と 
花壇作り 

・子ども食堂・栽園 
・高齢者の縁側 他 

若者の声を反映した 
コミュニティ運営 

高齢者世帯の家事 
移動などの支援 

体 
制 

農業法人、農家、NPO 
企業に協力支援頂く 

自治会、企業、NPOの 
連携 

まちづくり協議会と若 
者、コーディネーター 

隣人同士の共助、デ
マンドタクシー導入 

障 選定、人材確保、施設 管理運営、PR、選定 若者の自覚と関心 事故、人材確保 

 

No.24  2018 February 

協働コーディネーター育成講座 

「これからの地域づくり、まちづくり」 

テーマ『NPO と地域の交流で地域力 UP！』 
講師 守本 尚子氏（プロセスコンサルタント） 

 
【第１回 1月 21日(日)9:30〜12:00】（参加者 32名 市内 4地域のグループワーク） 
① お互いの活動を知る⇒特徴、得意分野、足りない部分、連携できる相手を見               

          付け、自分の活動も再発見する 
② 袋井市の現状を知る■人口増加率■15歳未満人口割合■15～64歳人口割合 

■普通出生率■経営耕地面積■特定健診受診率の 6部門で 
県下 1位、2025年には 74歳以下の人口が減少し税収減、
市民に対する市職員数減、福祉費増などの問題が生じる。 

③ 2025年に向けて地域課題解決の為に⇒今何ができるか、どうしたいか、 
どうすればよいか地域との「つながり」を考えよう 

④ 地域の心配事の書き出し⇒課題への対策、対応⇒実際にできている活動 
☆自分の活動が課題解決にどう「つながって」いるか、どんな「つながり」が 
解決に有効か 

⑤ 「協働コーディネーター」の視点を持とう：課題解決に向けてのアイデア 
取り組み、連携を[お互いの活動を知り交流する]⇒対策、活動⇒地域力 UP 

 

【第 2回 2月 4日(日)9:30〜12:30】＜課題解決の企画作成＞（参加者 25名） 

① 前回の振り返り ・袋井市の 2025 年問題に「今何ができるか」  
・袋井市のすがたと意識調査（資料参照） 

② 前回ワークの整理 ・各自の活動位置を確認（地域性＆専門性）  
課題を絞る＝必要な事、人、物＝目標、効果＝できる事、体制＝実施に向けた課題 

詳しい資料は「ふらっと」に有ります。 

 

 

下さい。 

この企画が「絵に描いた餅」にならないように！ 

 

 

下さい。 

ふらっとの来年度の課題として検討予定 

 

 

下さい。 



2、自 主 事 業 

①  ふらっと貸し館 関係事業       

・「ふらっと」施設利用：有料講座の収益 5％を「ふらっと」に還元 

・29年度ふらっと利用者数  7156名     

 

②  施設備品利活用事業           

・ロッカー等使用料：6か月毎に徴収  （現在 5団体活用中) 

・「印刷機器」「ラミネーター」「プロジェクター」「マイク」「テント」 

使用料徴収 

 

③  常設フリーマーケット「ひめりんご」    

・寄付品の整理、販売 

・無人販売方法で自主的に精算し「ありがとう袋」に代金を入れて 

「ポスト金庫」に投函 

・ネスカフェアンバサダー：コーヒー1杯 50円 

④  もったいないフェア開催（ 6月 18日、 11/19 ふらっと祭） 

 6月 18日：4団体参加 

ふらっと祭：8店出展 

 

⑤  大掃除及び交流会の実施（12/16） 

・大掃除(9:00～10:00)参加者 15名 

・交流会(10:00～11:00)参加者 7名 

 

 

 

 

議第 2号 

11 



１　収入の部         （単位：円）

予 算 額 決 算 額 増 減 額 内 訳

2,000,000 2,000,000 0 市民活動普及事業

165,000 168,000 3,000 56団体

印刷代 100,522

貸館料 123,251

フリマ 108,099

CSR     20,516

961 10,664 9,703 利子、その他

108,039 108,039 0

2,579,000 2,639,091 60,091

        （単位：円）

予 算 額 決 算 額 増 減 額 内 訳

1 283,000 104,150 △ 178,850 団体調査、24団体掲載追加

2 576,000 475,188 △ 100,812 相談・窓口業務

3 120,000 125,925 5,925
チラシ印刷、のぼり旗、食品
仕入他

4 50,000 74,110 24,110 講師謝礼、チラシ印刷他

5 76,000 70,000 △ 6,000
HP更新、文書作成手数料、ふ
らっと通信 他

6 20,000 10,000 △ 10,000 情報収集、人財登録

7 50,000 20,516 △ 29,484 コピー用紙等

8 1,393,000 1,436,929 43,929

人件費 998,000 952,335 △ 45,665 スタッフ賃金

通信費 150,000 113,135 △ 36,865 電話、郵送料

消耗品費 35,000 44,356 9,356
文房具、
印刷機器用品、他

使用料及び
賃借料

200,000 179,055 △ 20,945 カラーコピー機リース代

備品費 5,000 137,904 132,904
2ﾄﾞｱ冷蔵庫、ラジカセ、プロ
ジェクター、パソコン

雑費 5,000 10,144 5,144 火災保険料、冷蔵庫処分料

9 11,000 0 △ 11,000

2,579,000 2,316,818 △ 262,182

収入総額　　 2,639,091 円

支出総額 2,316,818 円

差引残額 322,273

雑収入

平成29年度　ふらっと収支決算

区 分

袋井市委託料

ふらっと登録料

自主事業収入 305,000 352,388 47,388

円(翌年度への繰越金)

　　平成30年4月21日   上記の通り報告します。
　　　　　　　　　ふらっと代表　　萩田房夫

人財バンク

CSR推進

事務局費

予備費

合　　計

NPO相談・窓口業務

ふらっと祭

コーディネーター育成

情報会員登録・情報発信

繰越金

合　　計

２　支出の部

区 分

市民活動団体調査

議第3号 



平成 29年度会計監査報告書

「ふらつとJ平成 29年 4月 1日 から

平成 30年 3月 31日 の会計について

関係帳簿、預金通帳、事業書類により監査した結果

会計処理の手続きは適正に行われていることを確認しました。

平成 30年 4月 /θ 日

会計監査人  谷 “
1/～  総 印

|ラ



平成 30年度ふらっと役員（案） 

 

役 職     氏 名     （所 属 団 体） 

代 表   萩田 房夫 （NPO法人国際教育文化協会） 

副代表     森 智子  （袋井市青少年育成アドバイザーの会） 

委 員   西垣 美穂  （公益社団法人袋井青年会議所） 

委 員   根津 幸久 （袋井山の会） 

委 員   村田 美千子（ユースネット袋井） 

委 員   安間 邦子 （それいゆの会 ） 

委 員   山田 恵子 （袋井市マインドスポーツ協会） 

監 査   谷川 孝信  （一般社団法人 袋井シニア支援センター） 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

＜事務局運営スタッフ＞ 

センター長     山鳥 裕子   （NPO法人健康文化クラブ）    

事務局スタッフ  佃 良子    （NPO法人国際教育文化協会） 

事務局スタッフ  窪野 敬子  （NPO法人健康文化クラブ） 

 

 

＜団体調査協力スタッフ＞ 

  村田 美千子  （ユースネット袋井） 

  藤津 有香   （スマイルリンクパソコン） 

  

議第 4号 

14 



 

１、委 託 事 業  

① 市民団体紹介冊子作成  

・市民活動啓発、協働相手の発掘 

・活動課題の発信と課題解決の支援へつなぎ市民活動活性化支援を図る 

    ・協働コーディネートのツールとして活用、人財リストの活用と拡大 

    ・コミュニティセンター及び公共施設の活性化を図る 

 

② NPO相談 随時受付 

   ・ふらっとで対応できる相談は積極的に受付し、課題解決支援を図る 

   ・「ふじのくに NPO活動センター」及び他市町との連携を持ち相談に応じる 

      

 

  ③「ふらっと祭」開催 

・市民活動啓発、市民活動発表、市民団体紹介、「ふらっと」の周知 

    ・市民の交流の場、情報発信、情報交換、協働推進、CSR推進 

    ・市民団体間の情報交換、ネットワーク拡大を図る 

  

 

④ 協働ワークショップの開催 

        ・協働のまちづくり推進の為「市民団体」「市民」「地域」「企業」「行政」 

を「コーディネート」する意識を高める機会を提供する。 

・協働についての理解を深め、一人一人が地域課題を自分自身の問題として 

捉え、解決に至る道筋を見出す方法を模索する中でコーディネートを学ぶ。 

       ・コミュニティセンター（まちづくり協議会）との連携を図る。 

 

⑤ 市民団体のふらっと登録 及び情報会員登録の推進     

   ・市民活動活性化、情報共有、活動支援 

   ・市民団体間の連携、協働まちづくりの推進 

                 ・情報発信サービスの拡大 

 

 

⑥ 人財バンク  

・市民団体紹介冊子に基づき「団体」の活動及び団体の保有する人財を 

リストアップし、コーディネートのツールとして活用 

・NPO相談の課題の解決策に対応できる人財（団体）を発掘 

・協働、共助のガイドブックとして活用   

 

＜平成 30年度ふらっと事業計画＞  
報第 1号 
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2、自 主 事 業 

①  ふらっと貸し館 関係事業       

「ふらっと」施設利用：有料講座の収益 5％を「ふらっと」に還元 

     

②  施設備品利活用事業           

・「印刷機器」1製版 50円、1枚 1円  ・白黒コピー 1枚 5円 

・「カラーコピー」A4：20円  A3：40円 

・「ラミネーター」A4：20円  A3：30円 

・「プロジェクター」○イ登録団体、ふらっと内で使用・・・・無料 

○ロ登録団体、ふらっと外で使用・・・1日 300円 

          ○ハ非登録団体、ふらっと内外使用・・1日 500円 

・「スクリーン」のみ○ロ 1日 100円   ○ハ 1日 200円 

・「マイクセット」 ○イ無料  ○ロ 1日 200円 ○ハ 1日 500 円 

・「テント」○イ○ロ○ハ 1張り 1日 500円 

・「ブルーシート」○イ○ロ○ハ 1日 1枚 200円 

・ロッカー使用料 ○A 鍵有ロッカー・・・・6か月 1000円 

          ○B 鍵無ロッカー、棚・・6か月 500円 

③  常設フリーマーケット「ふらっと無人フリマ」    

・寄付品の整理、販売、処分 

・無人販売方法で自主的に精算し「ありがとう袋」に代金を入れて 

「ポスト金庫」に投函 

・ネスカフェアンバサダー：コーヒー1杯 50円 

④  もったいないフェア開催 

・6月 17日（日） 於：ふらっと駐車場 予定 

・11月 18日（日）  於：コスモス館「ふらっと祭」 予定 

⑤  大掃除及び交流会の実施 

・大掃除 12月 15日（土）9:00～10:00 予定 

・大掃除終了後交流会    10:00～11:00 予定 
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1収入の部

2支出の部

(単位 :円 )

(単位 :円 )

区 分 30年度予算額 29年 度予算額 増 減 額 内 訳

袋井市委託料 2,000,00o 2,000,000 0 市民活動普及事業
ふらっと登録料 159,Ooo 165,000 △ 6,000 53団体

自主事業収入 310,Ooo 305,000 5,000 叩Mll代 、貸館料、CSR、 フリ
ア売上他 _

雑収入 727 ａ
υ

ｎ
υ △  234 利子、その他

繰越金 322,273 108,039 214,234 前年度繰越金

計 2,792,000 2,579,00o 213,000

区 分 30年度予算額 29年 度予算額 増 減 額 内 訳

1 市民活動団体調書 283,000 283,000 0 団体調査、冊子作成
2 NPO相談・窓口業務 576,000 576,000 0 相談・窓口業務
3 ふ らっと祭 120,000 120,000 0 チラシ印刷、食品仕入他
4 協働ワークショップ 80,000 50,Ooo 30,000 講師謝ネL、 チラシ印刷
5 情報会員登録・情報発信 76,000 76,000 0 輩番暫ゴ
6 人財バンク 20,000 20,000 0 情報収集、人財登録

7 CSR推進 50,Ooo 50,000 0 チラシ印刷他

8 事務局費 1,510,Ooo 1,398,00o 117,000

人件費 1,045,000 998,000 47,000 スタッフ賃金

電話、郵送料
通信費 150,000 150,00o 0

消耗品費 55,000 35,000 20,000 文房具、印刷機器用品他
使用料及び
賃借料 200,000 200,000 0 カラーコピー機 リース代

備品費 50,00o 5,00o 45,000 裁断機、掲示板

雑費 10,000 5,000 5,00o 火災保険料

9 予備費 77,00o 11,000 66,000

計 2,792,000 2,579,00o 213,000
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科日間の流用を認めるものとする。



 

 

 

 

 

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 H30年 1 2 3 

 

委

託

事

業 

4/21総会 

 

市民団体紹
介冊子追加 

作業 

（全コミュ
ニティセン
ター訪問） 

 
委員会 

 
委員会 

協働 
ワークショ
ップ 

委員会 
ふらっと祭

11/18(日) 

予定 

委員会 
協働 
ワークショ
ップ 

 
 委員会 

市民団体紹介冊子追加：市民団体情報の収集、取材、ふらっとの周知、コーディネート、団体支援、人財バンク 

NPO相談受付：市民協働課と窓口を共有、市民ニーズに対応 

・ふらっと登録団体、情報会員登録の推進 

・情報発信サービスの拡大 

自

主

事

業 

  もったいな
い フ ェ ア
6/17（日） 

    もったいない
フェア in 

ふらっと祭 

大掃除 
交流会 
12/15(土) 

   

・ひめりんご：常設無人フリーマーケット管理運営 

・ふらっと貸館事業：施設管理、ロッカー貸出、有料講座 5%還元 

・施設備品利活用事業：印刷機器、ラミネーター、プロジェクター、テント、マイクセット、シート 

平成 30年度ふらっと事業計画表 
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（名称） 

第1条  この会は、「ふらっと」と称する。             

（事務所） 

第2条  「ふらっと」は、事務所を袋井市方丈 3 丁目 5 番地の 11    

袋井市協働まちづくりセンター「ふらっと」 

（以下「まちづくりセンター」という。）に置く。         

（目的）     

第3条  「ふらっと」は次の事項を目的とする。            

（1）市民活動団体の自主的・主体的で営利を目的としない活動を 

      支援する 

（2）情報の交換や研修の機会を通し、協力して地域課題に取り組む 

（3）袋井市が目指す「協働まちづくり」の推進を図る 

 (4) 「まちづくりセンター」 の円滑な管理・運営を行なう     

（事業） 

第 4 条 「ふらっと」は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。  

（1）情報交換会（定期・臨時） 

（2）研修（視察・講座・体験） 

（3）先駆的活動（市民ニーズの実現） 

(4)  情報の発信 

（5）行政への提言 

（6）行政・企業及び各種団体との連携 

 (7)  協働事業の支援 

（8）「まちづくりセンター」利用者の利便性の向上          

（構成） 

第 5 条 「ふらっと」は次に掲げるものによって構成する。        

（1）袋井市内でＮＰＯまたはボランティア活動をする団体のうち、 

   第 3 条及び第 4 条に賛同し、「ふらっと」の委員会で承認された団体。 

（役員等）                              

第 6 条 「ふらっと」は次の役員を置く                

（1）代表  1 名 

（2）副代表 1 名  

（3）委員  5 名                    

(4)  監事  1 名 

2.  役員は委員会で選出する。 

3． 役員の任期は 1 年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の 

任期は、その前任者又は現任者の残任期間とする。 

「ふらっと」 会 則 （H27改定版） 



4． 役員は、再任されることができる。 

（会費） 

第 7 条 「ふらっと」の登録団体は、年度会費 3,000 円とする。     

（会議） 

第8条  「ふらっと」は必要に応じて総会、全体会、委員会を開催する。                            

2． 会議は代表が招集する。 

（総会） 

第９条 総会は全ての登録団体で構成する。 

2.  総会は次に掲げる事項を協議する。 

（1）会則の変更 

（2）役員の承認 

（3）事業報告及び収支決算に関する事項 

（4）その他、「まちづくりセンター」に関して必要と認められる事項   

3． 総会は登録団体の過半数の出席で成立する。 

4． 総会の議事は出席者の過半数で決定する。賛否同数の場合の議決権は議長

にある。 

（全体会） 

第 10 条 全体会は登録団体と必要に応じてその他の団体、個人等によっ 

て構成する。 

2． 全体会は次の目的で開催する。 

（1）登録団体への情報発信 

（2）登録団体、行政、その他の情報交換 

（委員会） 

第 11 条 委員会は代表、副代表、委員で構成する。 

2． 委員会は次の事項を協議する。 

（1）「まちづくりセンター」の運営に関する事項             

（2）事業計画及び収支予算並びにその変更に関する事項 

（3）登録団体の承認 

3.  委員会は役員と委員の過半数の出席で成立する。 

4.  委員会の議事は役員と委員の過半数で決定する。賛否同数の場合の議決権

は代表にある。 

（事務局） 

第 12 条 事務局を「まちづくりセンター」におき、本会の庶務及び会計  

    はセンター長及びその団体が行う。 

（会計） 

第 13 条 「ふらっと」の会計は会費及びその他収支を持って充てる。 



2．「ふらっと」の会計年度は毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。 

3．「ふらっと」は経理を適切に執行する。                

 

（委任） 

第 14 条 この会則に定めるもののほか必要な事項は総会の決定を経て、

代表がこれを定める。 

 

附 則 

1 この会則は、運営会議設立の日から施行する。 

2 この運営会議の設立当初の役員等は、第 6条の規定にかかわらず別に定める。 

3 平成 19 年 5 月 26 日 改定 

4 平成 20 年 5 月 10 日 改定 

5 平成 21 年 5 月 17 日 改定 

6 平成 22 年 5 月 15 日 改定 

7 平成 23 年 4 月 2 日 改定                    

8 平成 27 年 4 月 4 日 改定 



 

 

●スタッフ在駐日時 ◇平日 9時～13時   ◇土・日・祝 10時～12時   

                

●「ふらっと」施設利用：登録団体は 365日 24時間使用可能   

・使用申し込みは事務所カウンター上の「予定表」に記入下さい。 

    ・予約日の約 10日前から鍵の貸出し可、貸出時は必ず「貸出簿」に記入下さい。 

    ・使用前後どちらかで清掃して下さい。 

◇ロビー：クイックルワイパー   ◇小会議室と和室：掃除機 

    ☆使用後は「ふらっと利用票」に記入・提出して下さい。 

    ・不燃ごみ、生ごみ、その他大きなごみはお持ち帰り下さい。 

・使用後は電源を切る（事務機器・電気・空調）施錠、窓の施錠、 

         ・使用後の施錠か所：正面玄関 2重、ロビーのドア、炊事場のドア、シャッター 

     ・スタッフ不在時の鍵返却は 玄関外の「鍵返却投入口」へ入れる 

●事務機器   使用料：年 2回精算（2月・8 月締めで請求します） 

白黒コピー機 紙付き・1枚 5円  ◇1原稿につき 15枚まで使用可 

◇同一原稿での 16枚以上は印刷機を使用する（お得です）  

◇「コピー機使用枚数カウントカード」を登録団体に貸与  

★使い方はスタッフに聞いてください。 

     印刷機  紙持参・1製版 50円 及び 1枚印刷 1円（インク代として） 

         ◇１製版に付き 16枚以上で使用   ◇必ず使用簿に記入して下さい。 

     ラミネート フィルム付き A3：1枚 30円 A4：1枚 20円 

                          ◇必ず使用簿に記入して下さい。 

●情報ボックス ： 全ての登録団体に 1ボックス貸与 

          一ヶ月に 1～2回はボックスの中身（委員会議事録・請求書・情報文書 他在中） 

を確認、回収して下さい。 

●掲示・配布 

       掲示物、配布物が有る場合はスタッフに依頼して下さい。 

●有料講座開催について 

        「ふらっと」で開催する有料講座は収益(受講料又は講師謝礼)の 5％を 

会場使用料として「ふらっと」の運営に還元していただきます。 

 

●その他設備    ◆カラーコピー機：現金投入（領収書は要望に応じて発行します） 

・プロジェクター貸出：ふらっと内の使用は無料 持ち出し：1回 300円（1日） 

・ポータブルマイクセット貸出：1回 200円（1日）  ・スクリーンのみ貸出し 

・ワンタッチテント貸出：1張り 1回 500円（1日）  ・ロッカー貸出し 

・ブルーシート貸出：1枚 1回 200円（1日） 

  ◇団体名・使用予定を「貸出簿」に記入して下さい。 

  ◇返却はスタッフ在駐時間内におこなってください。（点検、確認するため） 

      ★ 備品の貸し出しについて：詳細は事務局に問い合わせてください 

登録団体用   「ふらっと」利用案内 平成 30年 4月現在 

現在 

 袋井市協働まちづくりセンター「ふらっと」TEL/FAX 0538-43-6315 

市窓口：協働まちづくり課 TEL/0538-44-3107     
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分      野 団   体   名 連  絡  先 内       容

福　　祉 mama＋(ママぷらす) 090-8457-5480 子育て支援

クローバーの会 080-5683-3671 低体重児の相談会、読み聞かせ支援

ゆずり葉 0538-42-5367 紙芝居

一般社団法人 袋井シニア支援センター 0538-45-0355 助け合い（高齢者、障害者、子どもその他）

照の会 0538-23-2494 視覚障がい者支援

袋井市介護保険研究会 0538-44-3152 介護保険全般

袋井図書館 音訳ボランティア みずのわ 0538-42-5325 視覚障がい者支援

ママだら・ピチャカマジカ

運転ボランティアグループ 0538-43-3020 障がい者支援

手話サークル浅羽あゆみの会 0538-43-6315 手話

要約筆記サークル OHPふくろう 0538-49-0591 聴覚障がい者支援

スポーツ・健康 NPO法人 F-natural LOHAS Club 0538-23-4878 健康推進

NPO法人 アートスポーツ 090-4193-8205 新体操

一般社団法人 袋井市スポーツ協会 0538-42-1920 スポーツ普及

浜松ラフタークラブぴぽぱの会 080-3695-5846 ラフターヨガ他

袋井市エアロビック連盟 090-7604-0684 エアロビック

袋井市マインドスポーツ協会 0538-23-3397 囲碁、オセロその他

袋井市陸上競技協会 0538-42-1920 陸上競技

レゾンフットボールクラブ 0538-23-0120 サッカー

さみヨガ　クラブ 0538-49-2708 ヨガ、ストレッチ

袋井市浅羽ノルディック・ウォーク愛好会 0538-23-3830 ノルディック・ウォーク

袋井市グラウンド・ゴルフ協会 0538-23-2002 グラウンド・ゴルフ

                                                                       市民団体紹介冊子に基づく人財バンクリスト   (H30.4)

mamayaramaika.hamazo.tv            障がい児支援



スポーツ・健康 山名3Bクラブ 0538-48-8389 ストレッチ、ダンスなどの運動

健康・まちづくり NPO法人 いきいき・いわた 0538-23-5258 気功

健康・食育 袋井市健康づくり食生活推進協議会 0538-42-7410 食育

多文化共生 JLFF外国人のための日本語学習会 090-7033-6368 日本語、在日外国人支援

NPO法人 国際教育文化協会 0538-30-6466 日本語、在日外国人支援

いろはにほんごくらぶ 090-5601-5778 日本語、在日外国人支援

袋井国際交流協会 0538-43-8070 日本語、在日外国人支援

スポーツ・教育 袋井市スポーツ推進委員会 0538-44-3129 スポーツ普及

袋井デザフィーオフットボールクラブ 0538-43-8747 サッカー

子育て支援 あさば子育て広場「チュンチュン」 0538-23-3014 子育て支援

浅羽西チューリップぐみ 090-6117-4518 親子遊び、読み聞かせ

うぶごえ応援隊☆HINA 090-7039-0122 お産環境整備、居場所づくり

ぽっかぽっか 090-5451-9243 親子運動遊び

子育て支援・文化 子どもアートサークルｔｅｔｔｅ 090-8233-9518 造形活動

環境・防災 白木を守る会 0538-48-6710 太陽光、山芋

教育・環境 いまい保全の会 0538-42-0672 環境教育

教育・文化 NPO法人 健康文化クラブ 0538-23-8186 健康、文化、復興支援、リサイクル

一般社団法人 袋井市文化協会 0538-49-3443 文化振興

花日和の会 090-2343-2570 生け花　他

袋井丸凧の会 0538-43-3186 丸凧作り

ありがとう広め隊 090-5861-6405 「ありがとう」の歌

ナイトファミリー 0538-23-6894 ハーモニカ演奏

ハモリーナ 0538-42-5286 ハーモニカ演奏

教育・青少年 SWOSの会 054-271-4028 心の教育

えほんの会 0538-23-5835 絵本の読み聞かせ



教育・青少年 おはなしの会　赤いローソク 0538-42-5325 おはなし会他

紙芝居ボランティア 0538-23-2342 訪問紙芝居

伝統文化こどもいけばな教室 0538-23-2342 生花

日本宇宙少年団袋井分団 090-4083-9507 科学教育

袋井むかし話の会 0538-49-0328 昔話の再現、リニューアル

読み聞かせの会「ゆりかご」 0538-23-4607 訪問読み聞かせ

子ども刮目舎 0538-43-3389 水曜学習、体験学習

ロボカップジュニア磐田ノード運営委員会 090-8950-5893 自律移動型ロボットのプログラミング教室等

環境・まちづくり 久能城址保存会 0538-43-3387 久能城址保存

桜管理ふれあいの会 0538-43-4529 桜管理

にゃん友Club 070-1616-1013 動物愛護

袋井EMショップはこべの会 0538-43-4410 環境対策　循環農業

袋井さくらを育てる会 0538-42-9622 桜管理

袋井市観光協会 0538-43-1006 観光

祢宜弥公園愛護会 0538-42-2890 公園管理

菩提花の里公園づくりの会 0538-42-0571 公園周辺整備

教育・まちづくり NPO法人 色彩心理診断士協会COMPAS 0538-86-3486 色を使ったカウンセリング

スマイルリンクパソコンサークル 090-6618-0619 パソコン

刮目クラブ 0538-42-3648 イベントのボランティア協力

浅羽ベトナム会 0538-23-2525 浅羽佐喜太郎公記念碑の歴史継承

浅羽史談会 0538-23-7181 郷土史の研究

袋井市青少年育成アドバイザーの会 0538-42-7613 青少年育成

さといもサークル 090-7312-8002 パソコン操作

福祉・教育 NPO法人あそび子育て研究協会 053-583-1747 子育て支援

手話サークルふれあい 0538-43-6468 聴覚障がい者支援



福祉・教育 更生保護女性会袋井支部 0538-42-3586 慰問、啓発活動

農業・まちづくり はばたけ　みつかわ応援隊 0538-48-8264 ゆるキャラ「米茶メ(こちゃめ)」ちゃん活用

防災・まちづくり 袋井市災害ボランティアの会 090-9898-0357 防災・減災・教育・啓発

文化・まちづくり ママフラメンコ　カラバーサ 090-2944-2186 フラメンコ

アワプヒ 0538-49-1576 フラダンス

遠州愛吟国風会上山梨教室 0538-48-6656 吟詠

文化・まちづくり 遠州相撲甚句会 090-5450-1751 相撲甚句

お針子クラブ 0538-42-9245 手芸

絵画サークル　パレットクラブ 090-3560-3600 絵画制作、鑑賞

掛川チェリーズ袋井グループ 0538-48-6301 大正琴

宗徧流茶道クラブ一期一会 0538-48-8146 宗徧流茶道

竹細工くらぶ 090-4238-1126 竹細工制作

月見の里面遊会 0538-48-8758 面打ち(能、狂言面)

ハッピーオウルズ 0538-42-7056 ナツメロ中心のバンド演奏

ハンドメイド 0538-42-9245 手芸

響(ひびき) 0538-42-5334 ハーモニカ演奏

美陶会 0538-42-1468 陶芸

ふくろうオカリナ合奏団 0538-48-6530 オカリナ演奏

ピーひょろ音楽隊 0538-43-6315 リコーダー演奏

山名切り絵クラブ 0538-49-3401 切り絵製作

遠州袋井太鼓保存会 090-2180-0034 和太鼓

遠州愛吟国風会北公民館教室 0538-43-3387 詩吟

わくわくピアノ 0538-42-3720 キーボード演奏

まちづくり NPO法人 たすけあい遠州 0538-43-7775 助け合い

NPO法人 日本瓦葺技能継承甍会 0538-42-4736 日本建築伝承



まちづくり NPO法人 ふぁみりあネット 0538-43-2288 助け合い　学童保育　他

公益社団法人　袋井青年会議所 0538-31-8233 まちづくり人財育成

月見の里学遊館　ルナ・スマイル 0538-49-3400 イベントサポート

どまんなかまちづくりIN FUKUROI 0538-23-8122 講座企画 他

袋井市協働まちづくりセンター　ふらっと 0538-43-6315 中間支援センター

袋井茶文化促進会 080-5295-6591 茶文化による　まちづくり他

袋井レクリエーションクラブ 0538-42-9816 レクリエーション指導

メロプラサポータークラブ 0538-30-4555 イベントサポーター

ユースネットふくろい 0538-42-4614 青少年の交流　人財育成

夢の里 みつかわ あぐりい 0538-48-6683 婚活サポート　農による交流

ふくろいイベントボランティアの会 090-7603-0635 イベントのボランティア



 

番号 設 置 施 設 TEL 備 考 

1 袋井市役所 協働まちづくり課 44－3107 閲覧用 

2   〃   〃 貸出用 

3 地域包括ケア推進課（はーとふるプラザ） 43－7640 閲覧用 

4 袋井市総合健康センター 社会福祉協議会 43－3020 閲覧用 

5 月見の里学遊館 49－3400 閲覧用 

6 三川コミュニティセンター さんさん会館 49－0393 閲覧用 

7 山名コミュニティセンター 49－3401 閲覧用 

8 今井コミュニティセンター 43－3388 閲覧用 

9 袋井北コミュニティセンター 43－3387 閲覧用 

10 袋井西コミュニティセンター 43－3304 閲覧用 

11 袋井南コミュニティセンター 43－3440 閲覧用 

12 袋井東コミュニティセンター 43－3389 閲覧用 

13 浅羽北コミュニティセンター 23－6099 閲覧用 

14 浅羽西コミュニティセンター 23－2364 閲覧用 

15 浅羽東コミュニティセンター 23－7470 閲覧用 

16 幸浦コミュニティセンター 23－7205 閲覧用 

17 笠原コミュニティセンター 23－2283 閲覧用 

18 高南コミュニティセンター きぼう館 42－4224 閲覧用 

19 袋井市観光協会 43－1006 閲覧用 

20 メロープラザ 30－4555 閲覧用 

21 袋井市立図書館 42－5325 閲覧用 

22 浅羽図書館 23－6801 閲覧用 

23 豊沢ふれあい会館 43－0900 閲覧用 

24 もうひとつの家（NPO法人たすけあい遠州） 43－7775 閲覧用   

25 国際交流協会 43－8070 閲覧用   

26 浅羽保健センター 23－9222 閲覧用   

27 浅羽支所市民サービス課 23－9212 閲覧用    

28 袋井市協働まちづくりセンターふらっと 43－6315 閲覧用 

29      〃   〃 貸出用 

30      〃   〃 貸出用 
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