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平成２８年度おだわら市民交流センターＵＭＥＣＯ実施事業報告 

 

事 業 名 目 的 ・ 内 容 等 時期・回数等 

センター企画展 市民活動団体や関係所管の方からの展示企画の要望を受け入

れ、いろいろなジャンルの展示をする事により、一般市民が興味

を示すような魅力ある企画展を開催した。 

季節感にあった行事（北條五代祭り・七夕まつり・雛の道中）や団

体の作品展示・活動発表（ちぎり絵と絵手紙展・Art now2016作品

展・写真展・小田原映画祭シネマトピア 2016・風の祭典「広げよう

バリアフリー交流」・鉄道歴史研究会・ＵＭＥＣＯ祭りパネル展・災

害ボランティア支援事業パネル展・駅弁掛け紙コレクション）、行

政との協働による展示等を実施した。 

実施数：26企画 

通年 

毎月 1回以上

展示替え 

イーパーツパソコ

ン寄贈事業 

イーパーツからのパソコン（リユース）寄贈に関して、登録団体へ

のＰＲや応募団体への手続きの指導・助言、主催者側の募集や

審査等の協力を行った。 

授 賞 式：8月27日 座間市社会福祉協議会 

受賞団体：小田原古文書を読む会、PCフレンズ、 

       NPO法人市民活動を支える会 

年1回 

5月～8月 

相談業務 市民活動をはじめたい人からＮＰＯに関する各種内容まで、随時

相談を受け付け、対応した。 

年間件数：61件 

通年 

 NPOに対する 

相談受付 

NPOに対する諸問題について、かながわ県民活動サポートセンタ

ーにあるアドバイザー相談コーナーの出張予約相談を受け入れ、

専門的相談を実施した。（2月8日（水）実施。） 

2月8日 

市民活動団体と

事業者との協働

事業 

登録団体の活動が市内外の地域に広がるとともに、更に企業と

の協働が拡大することを目指し、登録団体と企業との協働事業を

展開した。 

【大和リース フレスポ小田原シティーモールとの協働事業】 

① 8月20日（土）サマーフェスティバル（8団体） 
② 12月23日（金）クリスマスフェスティバル（8団体） 
③ 3月19日（日）スプリングフェスティバル（8団体） 

通年 

地域活動団体 

ネットワーク形成

事業 

地域活動団体は地域を形成する上で非常に大きな力を持ってい

ることから、地域活動団体にヒアリングを行い、市民活動団体とマ

ッチングすることで地域の活性化や問題解決へと結びつけた。 

マッチング件数：66件 

通年 

平成29年5月18日 

第14回会議 

資料１－５ 



2 

事 業 名 目 的 ・ 内 容 等 時期・回数等 

夏休みボランティ

ア体験学習 

青少年の時期は、学校内外を通じてボランティア活動の場や機会

を充実させる事が大切である為、将来自分たちが社会にどんな貢

献が出来るか「ボランティア精神の芽生え」のきっかけを提供し

た。 

参加者数：中学生225人・小学生21人・その他66人 

合計312人（昨年より112人増加） 

7月～8月 

高校生ボランティ

アエアポート 

「エアポート」は、高校生によるボランティア活動の企画運営やボ

ランティア活動を行う高校生の交流等、県内の高校生が集まる拠

点となっている。高校生の視点で捉えた、社会や地域の課題を解

決するための企画実施をイメージし、高校生の意見を尊重した自

主的な活動を推進した。 

 

【高校生ボランティアグループ「パレット」】 

会 員 数： 11人 

活動内容：自分たちの企画した事業に加え、毎月行われている 

ティーサロンにも必ず参加するとともに、他団体から多

数要請されたボランティア活動にも積極的に参加し

た。 

特記事項：メンバーのインタビューが12月の広報小田原に掲載さ

れたことなどにより、1月に 2人、2月に 1人の新メン

バーが加入した。 

通年 

市民活動入門講

座 

市民活動を知らない方が市民活動に興味を持ち、活動して頂ける

ようなきっかけ作りとして、高校生を対象に入門講座を開催した。 

日時    7月14日（木）9時40分～10時50分 

会場    旭丘高校 

対象者  旭丘高校総合学科1年 105人 

内容   ・おだわら市民交流センターについて 

      ・ボランティアグループ「キャンバス」の活動紹介 

      ・社会人としてのボランティア活動 

年1回 

7月14日 

ＮＰＯマネジメント

講座 

市民活動団体の中には、ＮＰＯ法人を希望する団体が少しずつ増

加している傾向が有るため、ＮＰＯ専門の講師によるマネジメント

講座を開催した。 

日時  2月8日（水）10時～12時 

講師  認定NPO法人藤沢市市民活動推進連絡会 

理事・事務局長 手塚明美氏 

演題  「NPOとは何か（市民活動・NPOのいろは）」 

参加者 22人 

年1回 

2月8日 
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事 業 名 目 的 ・ 内 容 等 時期・回数等 

事業企画・広報

講座 

登録団体が自ら事業の企画立案をし、その事業を内外に周知し

実施するまでの工程における企画と広報の関係の重要性を学習

する為に、専門の講師による講座を開催した。 

講座名 「広報のためのチラシ作成講座」 

講師  PCインストラクター 堀 朋子氏 

日時  7月5日（火）13時30分～16時 

参加者数 19人 

年1回 

7月5日 

体験講座 

（女性団体） 

人権・男女共同参画課との協働事業として、女性プラザで実施さ

れてきた文化祭（手作り作品展）を継承して開催した。 

①折り紙教室1回目12月15日（木）18人 

2回目12月21日（水）9人 

②タピポンでコースターづくり1回目12月17日(土) 2人 

                   2回目12月20日（火）4人 

③着物地で作るクリスマス飾り12月23日（金）10人 

12月 

男女共同参画講

座 

男女共同参画についての理解を深めるために、人権・男女共同

参画課と協働で、男女共同参画週間（6月23日～29日）に講演会

を実施するとともに、6月15日～30日にＤＶや女性の活躍促進法

に関するパネル展を開催した。 

 

【講演会】 

テーマ 「あなたが輝いて生きる為に～いまどきの女性の働き方」

日時  6月25日（土）14時～15時30分 

講師  まちづくりコンサルタント タウンクリエーター代表 

松村みち子氏 

参加者数  36人 

年1回 

6月 

ＵＭＥＣＯ祭り 登録団体等が一堂に集まり活動発表や作品展示を行い、自分た

ちの活動内容を多くの市民に周知し、市民活動の推進を図った。

実行委員会制をとり、実行委員による自発的運営を行い、実行委

員会6回、全体会1回のほか、臨時実行委員会や各部会を数回

重ね、実施につなげた。 

日時   11月27日（日）10時～15時 

      16時～17時（交流会） 

会場   ＵＭＥＣＯ全館 

内容   模擬店・講座・展示・販売・パフォーマンス・パネル展・ 

スタンプラリー 

参加団体数  94団体   

来場者数   3,500人 

年1回 

11月27日 
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事 業 名 目 的 ・ 内 容 等 時期・回数等 

まちづくりワーク

ショップ 

新たな「まちづくり」のために、テーマを決めて関係する団体を集

め、情報交換を行いながら、団体同士の結束を促すとともに、他

団体の活動内容に刺激を受けてもらうことで、新たな発展的な活

動に結び付ける。 

28年度は「文学」をテーマに「声の万華鏡」という事業を、実行委

員会制により開催した。 

名称   声の万華鏡 

日時   10月9日（日）10時～17時 

内容   朗読・紙芝居・落語・昔話等 

参加者数  参加団体22団体 227人 

年1回 

10月9日 

テーマ型交流サ

ロン 

同じテーマで活動する市民活動団体が交流し、お互いの活動内

容を理解する事で、団体間のつながりをつくり、新たな発展的な

活動が出来るよう推進した。 

テーマ  「国際交流を考える」 

日時   3月12日（日）14時30分～16時30分 

参加団体 16団体（25人） 

内容   ・自己紹介と活動報告 

      ・ワークショップ 

3月12日 

新春交流会 登録団体が一堂に会し、団体間の交流を図るとともに、地域（自

治会）の方々との連携を深め、今後の円滑な活動につなげるため

に実施。様々な情報交換や参加者相互の交流を図った。 

日時 1月21日（土）15時～17時30分 

内容 第1部 ・個人情報保護法の改正に伴う対応について 

・ＵＭＥＣＯ祭りポスター展入賞団体活動報告 他 

第2部 ・賀詞交歓会 

参加者 第1部152人・第2部146人 

年1回 

1月21日 

ティーサロン 市民活動団体をはじめ広く一般の方を対象とした、お茶をしなが

らのソフトな雰囲気の交流会を開催し、ＵＭＥＣＯからの情報提供

を行い、多くの方にＵＭＥＣＯを知っていただく機会とした。 

季節感を持たせたディスプレイなど、団体や市民が興味を示す工

夫をするとともに、「2017年世界が驚く明日がくる」をテーマとした

講演会の同時開催等を行った。 

参加者数  延べ485人（1回平均40人） 

毎月第 2土曜

日 

子育てほっとサ

ロン 

小田原駅近くという立地条件を活かし、子育て中の方を対象に子

育て支援をする。市民活動団体に講師の協力等を得て、親子が

遊びを通し心休まるほっとする時間や親同士の交流の場を作っ

た。 

参加者数  延べ372人 

毎月第 3水曜

日 

10時～11時

30分 
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事 業 名 目 的 ・ 内 容 等 時期・回数等 

ホームページ等

の運営 

小田原市の市民活動の推進及びＵＭＥＣＯの利用促進の為、ホ

ームページやフェイスブックを通し有効な情報を迅速・正確に発信

した。 

通年 

情報紙の発行 「ＵＭＥＣＯだより」は、多くの人に市民活動に興味を持ってもらう

為、ＵＭＥＣＯのイベントや市民活動団体の情報等を掲載した。 

発行部数 2000部。 

「つながる」（6・7月号創刊）は、市民活動団体向けに必要な情報

を掲載した。 

発行部数 創刊当初500部、8・9月号から2000部。 

年6回 

偶数月に発行 

ＦＭおだわら ＦＭラジオ放送を活用し、より多くの方への市民活動情報の周知

を図った。 

出演団体数  51団体 （出演者53人） 

毎週日曜日 

10時15分～ 

10時25分 

ボランティア出前

講座 

市民活動について啓発する為、依頼を受けて行うもので、2件実

施した。 

○小田原市立城山中学校 

日時  6月22日（木）15時～15時30分 

会場  小田原市立城山中学校 

対象者  中学 1年生 105人 

内容  ・ボランティアについて 

     ・中学生のボランティア活動について 

※地域政策課と合同で実施。 

○国際医療福祉大学 

日時  7月11日（月）9時～11時30分 

会場  国際医療福祉大学 

対象者 国際医療福祉大学1年生35人 

内容  ・ＵＭＥＣＯの市民活動全体の状況について 

・夏休みボランティア体験学習について 

・学生同士の対話及び感想の共有 

※「キャンバス」ほかのＵＭＥＣＯ登録団体も参加し、活動報告

等を行った。 

通年受付 

6月22日 

 

 

 

 

 

 

 

7月11日 

インターンシップ

受入 

大学生などのインターンシップを受け入れ、ＵＭＥＣＯ内の業務や

他団体への活動にも興味を持って頂く。 

※28年度は実績なし。 

通年 

団体・事業者取

材 

交流センターとして多くの情報を多くの市民に提供する為に、様々

な活動主体への取材を行い、情報紙やホームページ等に掲載し

た。 

また、地域活動団体ネットワーク形成事業の取材も実施した。 

通年 
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事 業 名 目 的 ・ 内 容 等 時期・回数等 

その他市との共

催事業 

市からの依頼を受け、次の事業を共催事業として開催。 

○市民提案型協働事業・市民活動応援補助金交付事業報告会

（地域政策課） 

日時 7月1日（金）18時～21時 

場所 市民活動プラザ 

内容 会場内を 4ブースに分け、交付団体（15団体）が対象事

業内容を発表した。 

○リオ 5輪出場の松下祐樹選手を応援するパブリックビューイン

グ（企画政策課） 

日時 8月15日（月・休館日）21時30分～24時 

場所 市民活動プラザ 

内容 会場内に 150インチのスクリーンを設置し、松下選手が

出場した男子400ｍハードルの中継を放映した。 

参加者 同級生や恩師、地元の方々など約100人 

 

 


