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【頼り合える社会づくり通信（番外編）】no.27（2021/12） 

※新型コロナウイルス感染拡大に対するアリスセンターの対応方針 

  http://alice-center.jp/wp/?p=785&preview=true 

※新型コロナウイルス緊急事態市民団体アンケート報告書 

  http://alice-center.jp/wp/?p=811 

※新型コロナウイルス感染症の影響によるＮＰＯの現状と課題の報告並びに 要支援者及

び NPO への支援に関する提案（県内全自治体に送付済み） 

  http://alice-center.jp/wp/?p=827 

※新型コロナウイルスに係る神奈川県内自治体の NPO・市民活動団体への支援施策・事業

（最終集計）（県内の自治体に送付済み） 

  http://alice-center.jp/wp/?p=857  

※新型コロナウイルス緊急事態市民団体第 2 次アンケート報告と県内自治体への提案 

http://alice-center.jp/wp/?p=926 

【新】日本 NPO センター・「新型コロナウイルス」NPO 支援組織社会連帯(CIS) 

新型コロナウイルス影響下における NPO 支援センター調査報告書 2021 年 10 月 

https://www.jnpoc.ne.jp/wp-

content/uploads/2021/10/eeea05201f70fd9fe5c6d3ac29549a26.pdf 

【新】横浜市市民協働推進センター・横浜市市民局市民協働推進課 

ポストコロナにおける活動に向けた NPO 法人・市民活動団体アンケート調査報告書（中間

とりまとめ）2021 年 11 月 

https://kyodo-c.city.yokohama.lg.jp/kyodo_wp/wp-

content/uploads/2021/08/npo_survey_2021_bessatsu.pdf 

 

頼り合える社会づくり通信： 

つい先日（12/25）、神奈川県内の NPO・市民活動支援組織（中間支援団体）の何人かが集

まって小さな会合を持った。上に掲げた「新型コロナウイルス」NPO 支援組織社会連帯

(CIS)報告書を巡って議論をした。コロナ禍が NPO・市民活動団体にどのような影響を与

え、それが今後どのような変容を強いることについて話し合われた。そして、同じことが、

NPO 支援組織（中間支援組織）にとってどうなのか、今後は。 

議論のメンバーは、中間支援組織に属するメンバーが多かった。コロナ禍で、NPO 全体が

影響を受けたし、様々な支援も繰り広げられた。そこから透けて見えたのは、支援団体を支

援するスキルの問題や態勢についての問題だ。民設民営の支援センター、公設民営の支援セ

ンター、直営のセンター、そもそも中間支援とは。 

1998 年に NPO 制度が発足した。すぐに NPO 同士の相互支援の活動も高まった。2003 年



には自治体の指定管理者制度が発足、行政の設置する NPO 支援センターが指定管理で活動

を増やしていった。一方、2008 年には、一般社団、一般財団、公益財団制度も整った。そ

ろそろ支援を支援する活動も見直してみなければならないだろう。中間支援団体はどうあ

るべきなのか。 

Interdediary という言葉を「中間」と借りてきた。人と人の間、仲と仲の間、medium と

medium の間。 

・中間支援団体はアドボカシーを得意とした。コロナ禍でもその機能を発揮しようとしてき

た。・公共政策は大学で花盛り、NPO 自体を教える講義も増えている。コロナ禍の後の社会

は公共政策をどのように変化させるのか。今回 NPO も助けられる側に回る事態も出てき

た。・支援を受けるときの心構えは。 

・支援センターの組織の縮小は始まっているようだ。「らびっとにゅうず」でも方向を追っ

ていきたい。（文責菅原敏夫） 
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●かながわ地域日本語教育フォーラム かながわ国際交流財団 

●フリースペースたまりば 
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【プロモーションその他】 
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●日本サードセクター経営者協会 

●テックスープ 日本 NPO センター 

【掲載誌】 

【寄贈報告書・冊子・DVD】 
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【電話相談】 

●婚外子差別に No! 電話相談 2022 

「婚外子差別に No!電話相談」に取組んで今年で 10 年になります。わからないことや日々

の思いなど、ぜひお伝えください。お電話お待ちしています! 

 

相談電話番号 

042-527-7870 

 

毎月第 1 木曜日 午後 2 時~ 8 時 〈電話相談は無料です〉  

※電話通話料のみご負担ください。 

1/6  2/3  3/3  4/7  5/5  6/2  7/7  8/4  9/1  10/6  11/3  12/1 

 

主催 なくそう戸籍と婚外子差別・交流会 

問合先 E メール kouryu2-kai@ac.auone-net.jp  

取次先 FAX&電話 0422-90-3698(留守電対応) 

 



―――――――――――――――――――――― 

【職員募集】 

●（公財）京都市景観・まちづくりセンター 

嘱託職員（まちづくりコーディネーター）募集（有期雇用・若干名） 

雇用期間 令和 4 年 4 月 1 日～令和 5 年 3 月 31 日 ※更新あり 

採用試験日令和４年 2 月 20 日（日） 

https://kyoto-machisen.jp/profile/detail/recruit02.html 

〒600-8127 京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町 83 番地の 1 

「ひと・まち交流館京都」地下１階 

公益財団法人京都市景観・まちづくりセンター 採用担当 

 

―――――――――――――――――――――― 

【アート・コミュニケータ募集】 

●東京都美術館・東京芸術大学 とびらプロジェクト 

11 期とびラー募集 

応募受付期間 2022 年 1 月 10 日（月）～ 2 月 14 日（火）消印有効 

「とびらプロジェクト」は東京都美術館と東京藝術大学と市民が連携しアートを介してコ

ミュニティを育むソーシャルデザインプロジェクトです。美術館を拠点に、そこにある文化

資源を活かしながら、人と作品、人と人、人と場所をつなぎ、そこから生まれる新しい価値

を社会に届けています。 

アート・コミュニケータ（とびラー）を 40 名募集します。 

応募条件 

18 歳以上の方（2022 年 4 月 1 日現在、高校生を除く）で、日本語で日常会話ができる方 

美術または美術館に関心があり、積極的に学び、活動意欲のある方 

東京都美術館のミッション（使命）と東京藝術大学からのメッセージを理解し、 

共感して活動できる方 

2022 年 4 月～6 月の基礎講座全 6 回に原則として全て参加可能な方 

2022 年 7 月以降、月 2 回以上の活動に参加可能な方 

パソコンなどでの E メール送受信が可能な方 

活動条件 

アート・コミュニケータの活動は無償です。交通費、謝礼等の支給はありません。 

ただし、ワークショップや講座等学びのコミュニティに無料で参加できます。 

アート・コミュニケータの登録期間は 1 年間とします。次年度以降は本人ととびらプロジ

ェクト双方の合意のうえ、登録更新し、最長 3 年間とします。 

とびらプロジェクトのウェブサイト等を読んだり、E メールでの連絡ができること。 

https://tobira-project.info/b2022 



 

―――――――――――――――――――――― 

【助成】 

●（公財）ベネッセこども基金 

2022 年度 経済的困難を抱える子どもの学び支援活動助成 

募集締切 2022 年 1 月 7 日 決定 | 2022 年 3 月 

https://benesse-kodomokikin.or.jp/subsidy/ 

 

●公益財団法人 アイネット地域振興財団 

事業助成 

事業や活動に関する費用が対象（イベント等の会場費、講師謝金、職員・ボランティアスタ

ッフ人件費・交通費、チラシ作成費用、イベント開催に伴う備品消耗品、等） 

団体助成 

団体の基盤強化に関する費用が対象（ＮＰＯ法人設立準備費用[委託費用を除く]、事務局要

員人件費、事務所賃料、備品、等） 

対象団体 

神奈川県内に拠点を置き、原則として神奈川県内において社会貢献活動を行う団体。ただし、

営利を目的とした団体、趣旨や活動が政治・宗教・思想等の目的に著しく偏る団体は除く。 

対象活動分野 

[1]子ども・青少年の健全な育成 

[2]教育・スポーツ等を通じた心身の健全な発展 

[3]公衆衛生の向上 

[4]環境保全・整備 

[5]地域社会の健全な発展に関する活動 

助成金額 

1 団体あたり 10 万円～30 万円程度とします。（総額 700 万円） 

https://www.inet-found.or.jp/support/overview.html 

 

―――――――――――――――――――――― 

【催し物】 

●あーすぷらざ 

・写真展 

星野道夫 悠久の時を旅する 

2022/1/8&#12316;3/27 

・上映会 

グッド・ライ 



1/22 14：00&#12316;15：50 

https://www.earthplaza.jp 

 

●地球の木 連続講座 

第２回 多文化共生セミナー（対面開催） 

ともに考える多文化共生の地域作り 

～かながわネパール人コミュニティの人たちと～ 

ゲスト ジギャン クマル タパさん サプコタ ドルラズさん 

日時 2022 年１/23（&#12103;）14:00~16:00 

会場 中区民活動センター研修室 定員 30 名先着順 参加費無料 

お申し込み※ メール（chikyunoki@e-tree.jp）、電話（045-228-1575）または Fax（045-228-

1578） 

http://e-tree.jp/news/ 

 

●市民社会をつくるボランタリーフォーラム TOKYO2022 

日時 2022/2/11  2/12  2/13 

場所 飯田橋セントラルプラザおよびオンライン 

主催 東京ボランティア・市民活動センター 

参加費 1 分科会 1000 円 

https://www.tvac.or.jp/vf/ 

 

●社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会 セルフヘルプ実践セミナー 

テーマ セルフヘルプ・グループに学ぶ つながりのチカラ with コロナ 

主催 社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会  

日時 2022 年 3 月 4 日（金） 13 時～16 時 30 分 

開催方法 オンライン配信(ZOOM ウェビナー） 

http://www.knsyk.jp/c/volunteer_center/56b18c885088e77dd12fa956b69ef258 

 

●パートナーシップ支援事業 2021 スタディツアー 

2022 年 2 月 3 日開催参加者募集 

神奈川県、市民セクターよこはま 

「スタディツアー～先の読めない時代にともにソーシャルイノベーションを起こすために

～協働から得られる気づきとは？」 

＜開催日時＞ 2022 年 2 月 3 日(木曜日)10 時～16 時 

＜定員＞ 20 名（先着順・要申込） 

＜開催方法＞ オンライン参加（Zoom）もしくは会場参加（選択制） 



https://www.pref.kanagawa.jp/docs/md5/cnt/f6188/index.html 

 

●あしたの日本を創る協会 自治会・町内会講座 

とき：令和４年１月２５日（月）１３：３０～１６：４５ 

ところ：国立オリンピック記念青少年総合センター センター棟（会場の詳細は申込をされ

た方に後日お知らせいたします） 

〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町３－１ 

参加費：３，０００円（当日受付でお支払いください） 

主催：公益財団法人あしたの日本を創る協会 

申し込み締切 2022/1/18 

http://www.ashita.or.jp/lecture.htm 

 

●霞ヶ浦探検隊 

霞ヶ浦市民協会、茨城県霞ヶ浦環境科学センター 

第 4 回霞ヶ浦探検隊 

2022/1/30 9:00&#12316;11:30 

問い合わせ・申し込み 

http://www.kasumigaura.com 

 

 

●協働トライアルセミナー 横浜市市民協働推進センター、横浜市市民局市民協働推進課 

日 時：2021 年 12 月から 2022 年２月まで〈全 5 回〉 

12 月 9 日（木）、12 月 21 日（火）、1 月 26 日（水）、2 月 9 日（水）、2 月 24 日（木） 各

回 18:30～20:45 開場 18:00～ 

場 所：横浜市市民協働推進センター（オンライン配信） 

対 象：市民協働や民間同士の協働の取組に意欲・関心がある市民／企業／行政職員 

内 容：協働の取組に必要な知識や考え方を理解するとともに、協働のスキルの向上を図り、

将来的に協働事業の立案を目指すセミナー 

定 員：50 名／全回通し参加を優先します／各回参加も OK 

主 催：横浜市市民協働推進センター（共同事業体：市民セクターよこはま、関内イノベー

ションイニシアティブ）、横浜市市民局市民協働推進課 

https://kyodo-c.city.yokohama.lg.jp/news/trial-seminar2022/ 

 

●府中市市民活動センター プラッツ 

・シネマ・アクティブ・ラーニング「ふちゅう発見物語★ハートで伝える映画制作」 

日時 2022 年 1 月 22 日（土）、29 日（土）、2 月 5 日（土）各日ともに 13:00～17:30 



会場 府中市市民活動センター プラッツ会議室、府中駅周辺 

講師 古新 舜（こにい しゅん）（映画監督、ストーリーエバンジェリスト） 

対象（1）中学生～25 才／15 人 （2）26 才以上／15 人（先着順）※3 回とも参加できる

こと 

参加費 

（1）中学生～25 才／無料  

（2）26 才以上／2,000 円（全 3 回分） 

http://www.fuchu-platz.jp/event/1005236.html 

 

・「協働」を体感する講座 

日時 1 月 26 日（水）19:00～21:00 

場所 府中市市民活動センタープラッツ 6 階 第 5 会議室 ＊オンライン見学配信（参加費

同額）もあります ＊感染拡大状況によりオンライン限定とする場合があります 

講師 長浜 洋二さん 

定員 30 名（先着） 

参加費 つなぎすと修了生・・・500 円 ・その他一般参加・・・1,000 円 

http://www.fuchu-platz.jp/event/1005245.html 

 

・第三の居場所 地域のたまり場・コミュニティカフェを作ろう 募集 

http://www.fuchu-platz.jp/event/1005213.html 

 

●かながわ地域日本語教育フォーラム かながわ国際交流財団 

令和 3 年度 かながわ地域日本語教育フォーラム～日本語学習の支援を通して外国人が働き

やすい職場を考える～ 

日時 1 月 23 日（日） 14:00-16:00zoom によるオンライン開催 

定員 100 名（無料） ※要事前申込 

主催 神奈川県 （実施：（公財）かながわ国際交流財団） 

申込方法・申込みに関する問合せ先 

(1) 申込方法 https://willap.jp/p/acc_4614/nihongokyouiku2/ 

申込締切：令和 4 年 1 月 17 日（月） 

申込みに関する問合せ先 

（公財）かながわ国際交流財団 日本語事業担当 

https://www.kifjp.org/nihongo/forum 

 

●フリースペースたまりば 

・たまりば 30 周年記念シンポジウム 誰ひとり取り残さない～「弱さ」でつながる社会～ 



2022 年 1 月 14 日(金) 14:00～17:00(開場 13:30) 

川崎市男女共同参画センター「すくらむ 21」ホール 

・たまりばフェスティバル 2021 

2022 年 3 月 19 日 

川崎市男女共同参画センター「すくらむ 21」 

https://www.tamariba.org/category/news-info/ 

 

●市民参加と協働を進める多様なコーディネーション実践研究集会 2022 

越境 対話 共創 

2022/2/23-2/24 

https://jvcc2022tokyo.jimdofree.com 

 

●ボランティアマネジメント講座 藤沢市市民活動推進センター 

2022/2/13 13:30-15:30 

藤沢市市民活動推進センター会議室、オンライン 

定員 25 人 

参加費 1000 円 

講師 手塚明美 

https://fujisawa-npo.jp/event 

 

●子ども未来セミナー2021 神奈川子ども未来ファンド 

子ども未来セミナー2021 

第 1 回は終了。 

2「若者女性を取り巻く現状～コロナ禍で孤独深める少女たち～」 日時 2022 年 1 月 16

日（日）14：00～16：00 ★申込締切 1/10 

3「いじめストップ！」日時/2022 年 2 月 6 日（日）14：00～16：00 ★申込締切 1/13 

参加費用 各回 1,000 円 3 回連続 2,500 円 

https://www.kodomofund.com/topics/details.php?article=369 

 

●ヨコハマミズベサロン 横浜市市民協働推進センター 

Vol.2 ”協働”ってどんなふうに始まるんだろう？！ 

日時：令和 4 年 1 月 20 日（木）１（NPO 法人向け）10:30～12:00 ２（企業・行政向け）

18:30～20:00 

対象：NPO・企業・行政等協働に関心のある方～”協働したい”と思った時、協働先となる

NPO や企業・行政との関係やスタンスはどうしているのか。市民協働推進センターでの事

例を紹介しながら一緒に話す場です～※本テーマは同じ内容で 2 回開催します。 



Vol.３ NPO 法人立ち上げに興味のある方集合！ 

日時：令和 4 年 2 月 10 日（木）13:30～15:00 

対象：NPO 法人立ち上げ前の方 ～NPO 法人についてのあれこれを、同じ状況の方や先

輩ゲストと一緒に語りあう場です。具体的なご相談も受け付けます～ 

会場：横浜市市民協働推進センター 協働ラボ 

〒231-0005 

横浜市中区本町 6 丁目 50-10 横浜市庁舎１F 

https://kyodo-c.city.yokohama.lg.jp/news/mizube/ 

 

●よこはま NPO 労務セミナー 横浜市市民協働推進センター 

★基礎編と実践編は、個別に申込が可能です。 

職員を雇用するにあたって必要な労務や人事、組織運営に必要な知識や情報、実践方法を、

講義と事例を通じて学びます。 

【開催日時】 

基礎編 ： １月２０日（木）１４：００～１７：００ 

実践編 ： ２月 １日（火）１３：３０～１７：００ 

【参加方法】 

会場参加（会場：横浜市市民協働推進センタースペース AB(横浜市庁舎１階)） 

またはオンライン（Zoom） 

【対象】 

横浜市内で活動している NPO 法人の労務担当、労務管理に携わる役職員 

【定員】 

会場：２０名 オンライン(Zoom)２０名 

【受講料】 

各回１，５００円（事前振込） 

※お支払い方法は、申込受付時にご案内いたします。 

【申込方法】 ★期日：１月１０日（月） 

https://kyodo-c.city.yokohama.lg.jp/news/roumu2021/ 

 

 

●NPO サポートセンター研修プログラム 

・「小さな組織の問題解決」入門ゼミ 

・政策提言アプローチの事業戦略ゼミ 

1.【 2/8(火)から全 3 回 】チームに変化を起こすアプローチ「小さな組織の問題解決」入

門ゼミ 

https://npo-sc.org/training/good-business-studio/curriculum/21019/ 



2.【 2/17(木)から全 3 回 】現場から政治、行政を動かす施策を考える「政策提言アプロー

チの事業戦略ゼミ」 

https://npo-sc.org/training/good-business-studio/curriculum/21020/ 

3.【 1/18(火)から全 3 回 】NPO 組織論の新常識！ケーススタディで学ぶ「ハラスメント

防止・対応」実践ゼミ 

https://npo-sc.org/training/good-business-studio/curriculum/21018/ 

4.【 1/8(土)開催 】企業が NPO とつくる新しい事業、NPO の運営と戦略づくり（NPO キ

ャンパス第 5 回授業） 

https://ncam105.peatix.com/ 

http://npo-sc.org/training/good-business-studio/ 

 

―――――――――――――――――――――― 

【プロモーションその他】 

●横浜市空き家空地活用マッチング制度 

横浜市内の空家・空地の所有者と、地域活動の拠点を探している団体や事業者とをマッチン

グして、対話の場を設定する制度です。 

利用方法が決まっていない空家・空地をお持ちの方、地域で活動したい団体の方など、お気

軽にご相談ください。 

＜マッチング制度の３つの流れ＞ 

&#10112; 空家・空地の活用事業の相談・情報を登録！ 

&#10113; 条件に該当する空家・空地の情報を受け取る！ 

&#10114; 所有者とのマッチング！ 

空家・空地を探している団体・事業者等の方の相談窓口 

横浜市市民協働推進センター TEL:045-671-4732 

空家・空地を所有している方の相談窓口 

横浜市住宅供給公社 住まい・まちづくり相談センター『住まいるイン』 

TEL：045-451-7762 

https://kyodo-c.city.yokohama.lg.jp/news/akiyamatching2021/ 

 

●日本サードセクター経営者協会 

あなたの NPO はもっと成長できる！ 

ツリー型ロジック」・モデル・シートを作ろう作成支援 

時間 1 回 2 時間程度 

料金一律 50,000 円 

原則オンライン 

申込先 日本サードセクター経営者協会 



https://jacevo.jp 

 

●テックスープ 日本 NPO センター 

テックスープ（TechSoup）は、NPO 法人、公益法人、社会福祉法人を対象とした 

ソフトウェア寄贈プログラムです。 

社会問題の解決のために活動する民間の非営利団体が最大限の力を発揮できるよ 

う、ソフトウェアを市場価格の 4%～10%程度の手数料で寄贈仲介し ます。登録は 

無料です。ソフトウェア提供企業はマイクロソフト、アドビ システムズ、シマンテック、

SAP などです。 

・ソフトウェア寄贈申請までの手順（https://www.techsoupjapan.org/getting_started） 

・寄贈対象団体の条件（https://www.techsoupjapan.org/eligibility_criteria） 

・寄贈ソフトの一覧と寄贈手数料（https://www.techsoupjapan.org/product） 

https://www.techsoupjapan.org/ 

 

 

【掲載誌】（募集・公募などについては該当のところで既報） 

今月も様々な情報を寄せていただきました。ありがとうございます。 

（団体名、機関誌名、巻号数、発行月、HP の順） 

12 月 31 日現在 

 

(あ行)  

●(公財)あしたの日本を創る協会（既） 

まちむら 155 

2021 年 9 月 （ 季 刊 誌 ）                                                                                                 

「よそ者」のパワー：アニメ聖地巡礼現象に見る新たな地域づくりの可能性 

http://www.ashita.or.jp/  

 

●(公財)明るい選挙推進協会（既） 

Voters No,64 2021 年 10 月 

特集 女性の政治参加をめざして 他 

http://www.akaruisenkyo.or.jp/061mag/ 

 

●あーすぷらざ 神奈川県立地球市民かながわプラザ 

あーすぷらざ壁新聞 

2021 年度第 2 号 No.32 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/k2w/cnt/f360731/index.html 



 

●認定 NPO 法人 OurPlanet-TV 

OurPlanet-TV メルマガ 

優生保護法被害者に国は謝罪と補償を～大学生が署名提出 11/29 

「みんな壊れていく」－外国人技能実習生が劣悪労働を証言 12/8 

“奴隷制度”の見直しを！死亡した実習生を追悼しスタンディング 12/17 

「夜明け前のうた」文化庁の上映延期に抗議の上映会 12/24 

ミャンマー国軍抗議で 400 人がアピール行進 12/28 

http://www.ourplanet-tv.org 

 

●あすみんノート 福岡市 NPO・ボランティア交流センター 

2021 Win No.26 

誰もとり残さない社会 

 

●株式会社イータウン 

イータウンメールニュース  2021/12/16 

http://www.e-etown.com/ 

 

●（社福）大阪ボランティア協会（既） 

ウォロ 2021 年 10 11 月 No.539 

 特集 「寄付で参加」を広げよう 

https://www.osakavol.org 

 

●大阪狭山市市民活動センター 

News Letter Express VOL.65 2021 年 12 月 

わくフェス開催 2022 年 3 月 6 日 （所）大阪堺市立公民館 

http://osakasayama-sc.jp/ 

 

●おうみネット 淡海ネットワークセンター 

2021 Win vol.116 

特集：移住してみたいですか？ 移住者が語る本当の豊かさとは 

https://ohmi-net.com 

 

●大竹財団 

・地球号の危機 ニュースレター 498 2021 年 12 月 

こじれる移民問題/アメリカ便り/秋の譲渡会/どんぶらこ取材こぼれ話/とろかし草/太陽光



発電で福島県がトップ快走 

https://ohdake-foundation.org/category/newsletter/ 

 

●メールマガジン『オルタ広場』編集部 

 メールマガジン『オルタ広場』42 号（通算 214 号）2021.10.20 

立憲民主党はこれでいいのか/まじかに迫ってきた大統領選挙/分断と対立煽る冷戦思考の

舞台～「帝国の落日」際立たせた民主サミット/「琉球処分」「沖縄軍事化」路線と山県有朋

/宗教・民族から見た同時代世界 内戦化で混迷深まるミャンマーは、ほんらい、仏教の国で

はないか/中国単信中国茶文化紀行茶の心身健全効果と薬効/槿と桜/コロナ対応の現実と

「源泉」をたどる出色の作品/「二人羽織」の茶番が終わる日/コロナ変異「株交代」？！ 政

権「交代ならず」他 

 

（か行） 

●（一社）霞ヶ浦市民協会 

霞ヶ浦 NEWS No.212  

霞ヶ浦と芸術文化 

http://www.kasumigaura.com/ 

 

●（社福）神奈川県社会福祉協議会 

福祉タイムズ vol.841 2021 年 12 月 

特集 福祉サービスの質の向上を目指す第三者評価 

http://www.knsyk.jp 

 

●神奈川ネットワーク運動 

ローカルパーテイ情報誌 神奈川ネット vol.434 2021 年 11 月 

「香害」啓発ポスターを活用して周知を 

ローカルパーテイ情報誌 神奈川ネット vol.435 2021 年 12 月 

こどもの命を真ん中に 

https://kanagawanet.org/ 

 

●神奈川労災職業病センター 

かながわ労災職業病 11 2021 Nov. 

建設アスベスト訴訟/教員の公務災害をめぐる裁判事例 

https://koshc.org 

 

●神奈川ワーカーズ・コレクティブ連合会 



うぇい  vol.281 2021 年 12 月 

WNJ 全国会議に大ぜいで参加しよう！ 

http://www.wco-kanagawa.gr.jp 

 

●鎌倉パートナーズ 鎌倉市市民活動センター 

No.101 2021 年 12 月 29 日 

リレートーク/かまくら市民活動フェスティバル/かまくらファンド公開審査会/運営会議た

より 12 月 No.48 

https://npo-kamakura.com 

 

●公益財団法人 かわさき市民しきん（既） 

メールマガジン 

http://shimin-shikin.jp 

 

●ナンバーゼロ （公財）かわさき市民活動センター 

2021 年年末号 

特集 かわさき市民公益活動助成金 2022 

http://www1.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp 

 

●きらめき 市民活動センターあやせ情報誌 

No.61 2021 年 12 月 29 日 

憩いと交流の『サロン』を提供しよう！ 

市民活動センターあやせ 

 

●京都市市民活動総合センター（既） 

フリーペーパー hotpot 

NEW NORMAL  

http://shimin.hitomachi-kyoto.jp 

 

●原発井戸端会議・神奈川 

I*do  404 号 2021 年 11 月 

自然農・国富喪失/監視社会を再来させる重要土地利用規制法案 他 

I*do  405 号 2021 年 12 月 

原子力規制委員会ちぐはぐ噺/金品受領の関電幹部を不起訴/辛淑玉さん、対 DHC 裁判勝訴 

他 

Email: Xc8h-nkd@asahi-net.or.jp 



 

●（独法）環境再生保全機構（既） 

地球環境基金便り no.51 2021Sep. 

特集 生物多様性は、今 他 

https://www.erca.go.jp/ 

 

●NPO 法人ぐらす・かわさき 

ぐらすレター No,153 2021 年 12 月 

ぐらす・かわさきの価値と未来&#12316;会員の皆さんの意見を聞いて 

http://grassk.org/ 

 

●原発さよなら四国ネットワークニュース 

2021 年 11 月 

第 35 回伊方集会報告号 未来への犯罪！民意をないがしろにし再稼働を許した中村愛媛県

知事！伊方 3 号機の再稼働を止めよう！！/号外：伊方再稼働知事が了承 

http://genpatsu-sayonara.net 

 

●狛江市政策室 

わっこ 220 号 2021 年 12 月 

つなぐ狛江の法人 食品ロスと困窮家庭の削減めざし フードバンク狛江 

Email: wacco@city.komae.lg.jp 

 

●子育てまち育て伝言板 

2021 年 12 月 No.119 

子供の病気・ケガに備えてますか？/特集：子育て中のママたちへのアンケート・本の紹介 

https://machisodate.amebaownd.com/pages/1356123/static 

 

●kokoiko ココイコ 府中市市民活動センタープラッツ 

2022 年 1 月 No.19 

私の「できる！」を、地域で活かす「プロボノ」 

http://www.fuchu-platz.jp 

 

(さ行) 

●さわやか福祉財団 

さあ、言おう vol.340 2021 年 12 月 

新しいふれあい社会 実現への道 成功と失敗から何を学ぶか/いきがい・助け合いサミッ



ト in 神奈川報告 

https://www.sawayakazaidan.or.jp/library/sa-iou/ 

https://www.sawayakazaidan.or.jp 

 

●サーラー通信 

2021 年 11 月 No.177 

シェルターのつぶやき/サーラーギャラリー/自立支援の現場から 

 

●参加型システム研究所（既） 

参加システム 137 2021 年 11 月 

エッセンシャルワークの視点から経済・社会の再構築を 本田由紀 

外国につながる人たちの現状と課題－日本語教育推進法を中心に－ 竹村 雅夫 

http://www.systemken.org/index.html 

 

参加型福祉研究センター 

オプティマム 38 2021 年 10 月 

 「あったらいいな」の声を形に―パレット 22 年の実践 

 

●自治研中央推進委員会  

月刊自治研 12 月号 vol.63 no.747 

特集 都市農業と自治体 

http://www.jichiro.gr.jp/jichiken/month/index.html 

 

●シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 

シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 メールマガジン No.380 2021 年 12 月 

このたび、シーズが 2021 年 11 月 5 日をもって解散し、新たに設立しました「特定非営利

活動法人セイエン」へ事業を承継していくことになりました。 

セイエンはシーズ代表理事であった関口宏聡を中心に立ち上げた団体で、これまで通り、培

ってきた専門性やノウハウを活かして、皆様に役立つ情報提供や制度活用促進等に取り組

んでまいります。 

新型コロナ対応 支援活動向け民間助成金情報/新型コロナ対応 政府支援策アップデート/

事業支援：月次支援金・事業再構築補助金・持続化補助金など/活動支援：「孤独・孤立」対

策活動、政府備蓄米活用など分野別支援：文化芸術活動支援 

http://www.npoweb.jp 

 

●JEN 



Newsletter 2021 冬 Vol.85 

未曾有の危機に直面するアフガニスタンで人道支援の灯を絶やさない 今こそ、支援の力

を 

https://www.jen-npo.org 

 

●JUON NETWORK（樹恩ネットワーク）（既） 

No.120 2021/11-2022/1 

特集 世界農業遺産 

http://juon.or.jp 

 

●しみセン 北海道立市民活動促進センター 

2021 年 11 月 No.83 

特集 地域づくり市民活動に役立つ！小規模多機能自治 

 

●生活クラブ事業連合生活協同組合連合会 

生活と自治 2021 12  No.632 

特集 待ったなし！気候危機対策どうする、地球環境 他 

生活と自治 2022 1  No.633 

特集 コロナ禍に子どもたちと考えたい、人権、憲法、これからの暮らし 他 

https://seikatsuclub.coop/seikatsutojichi/ 

 

●仙台市市民活動サポートセンター （既） 

ぱれっと 12 No.268 号 

仙台から、e スポーツが発展する未来を描く 

https://sapo-sen.jp/use/support/palette/ 

 

●認定 NPO 法人 全国こども食堂支援センター・むすびえ（既） 

むすびえ通信 

https://musubie.org/ 

 

●ソーシャル・ジャスティス基金（既） 

SJF メルマガ第 121 号 

(2021 年 11 月)。 

【SJF ニュース】 

・SJF 助成公募第 10 回 審査結果 

・SJF 助成発表フォーラム第 10 回 申込受付開始 



【助成先ニュース】  

・アプロ女性ネット 報告会:第 3 回在日コリアン女性実態調査 

 ～「子育て」「介護」「コロナと仕事」を中心に見えたもの～  

・「コロナ禍の刑務所で何が起きていたのか」 

 監獄人権センター 塩田祐子さん(朝日新聞「論座」11 月 15 日) 

【コラム～ソーシャル・ジャスティス雑感～】  

  自公大勝で変わらぬ民主主義形骸化の危うさ (辻 利夫) 

 

●しみん基金・KOBE メルマガ（既） 

URL http://www.stylebuilt.co.jp/kikin/index.php 

 

●（公財）助成財団センター（既） 

JFC e-mail newsletter NO.15 

2021/09/22 

コロナ禍の変革期における助成財団 

－同じ目標に向かって協力し合うアライアンスへ向けて－ 

・助成財団 研究者のための助成金応募ガイド 2021 2021 年 2 月 9 日発行 

公募プログラム 1,497 を抽出 定価 3,000 円+税（送料別） 

・助成財団 NPO・市民活動のための助成金応募ガイド 2021 2021 年 3 月 23 日発行 

公募プログラム 1,076 を抽出 定価 2,545 円+税 

・助成団体要覧 2020－民間助成金ガイド 2020 年 2 月 7 日発行 

1,501 団体の事業概要を掲載 定価 12,000 円+税 

URL：http://www.jfc.or.jp 

 

●SOMPO 福祉財団 NEWS （公財）SOMPO 福祉財団 

2021 年度 Vol.2 

住民参加型福祉活動資金助成 助成先決定 ぐるーぷ・ちえのわ他 

https://www.sompo-wf.org 

 

(た行) 

●（認定 NPO 法人）フリースペースたまりば 

・かわらばん 

・たまりば通信 2021 年 12 月 冬号 

・夢パーク通信 2021 年 12 月 2022 年 1 月  

http://www.tamariba.org 

 



●多賀城市市民活動センター（既） 

Tag(たっぐ)vol.95 2021 autumn  

https://www.tagasapo.org/ 

 

●丹沢ブナ党 

丹沢ブナ通信 2021 年 11 月 No.193 

ゆっくり丹沢を見て歩こう！ 

http://tanzawabunato.web.fc2.com/ 

 

●千葉市民活動支援センター（既） 

 ちばさぽ通信 Vol.46 

2021 年 11 月 

千葉市民活動フェスタ 2021 他 

https://chiba-npo.net/ 

 

●地球の木 

・地球の木 2021 年 12 月 No.87 

ネパール「幸せ分かち合いムーブメント」新たな地域でロールモデルづくりをスタート/多

文化共生講座「共に生きる地域をめざして」/ラオス現地報告 他 

 

・地球の木 メールマガジン 【Asian Wind 139 号】 （2021 年 12 月発行） 

新企画・連続講座「対話カフェ」多文化共生の地域づくりについて/イベント案内 

 ★第 2 回多文化共生連続セミナーのお知らせ（2022 年 1 月 23 日）/生活クラブデポー販

売会予定/幸せ分かち合いクラフト紹介「スマテリア」/地球の木 2022 年カレンダー「日経

ナショナルジオグラフィック写真賞」も受賞されている、写真家の三井昌志さんの「セカイ

のたからもの～私とつながるあなたの笑顔」です。/＜購入方法＞地球の木ホームページか

らご注文（http://e-tree.jp/calender.html） 

http://e-tree.jp 

 

●東京ボランティア・市民活動センター  

情報誌『ネットワーク』375 号 2021 年 12 月 

特集「市民活動を応援するおカネのこと」 他 

https://www.tvac.or.jp/nw/ 

 

●とよた市民活動センター（既） 

つなぐ   135 号 2021 年 11 月 1 日 



突撃となりの団体さん 不登校を考える豊田の会 まちあいしつ 他 

http://www.toyota-shiminkatsudo.net/ 

 

●トヨタ財団（既） 

ジョイント No.37 Oct.2021  

特集 ケアと「場」 

https://www.toyotafound.or.jp/joint/ 

 

（な行） 

●日本 NPO センター 

日本 NPO センターのメールマガジン vol.046 2021/12/23 

コラム：周縁部にあらわれる市民活動らしさ 

イベント：組織基盤強化フォーラム 2022 年 1 月 26 日（水）開催！ 

助成金：タケダ・女性のライフサポート助成プログラム 

開催報告：市民セクター全国会議 2021 報告書 

買って応援：こんなお土産いかがですか？ 

NPO CROSS：コロナ禍、子どもと共に考えるこれからの「まなぶ権利」 

NPO CROSS：どんな時も親子たちの居場所に―子ども食堂の支援の形 

https://www.jnpoc.ne.jp 

 

●日本フィランソロピー協会 メールマガジン 

2021 年 12 月 

第 19 回企業フィランソロピー大賞の贈呈先 （受賞企業） を下記のとおり決定。企業フィ

ランソロピー大賞サラヤ株式会社（大阪市）/企業フィランソロピー賞【ソーシャルプリン

ティング賞】株式会社大川印刷（横浜市）他 

https://www.philanthropy.or.jp/ 

 

(は行) 

●非核市民宣言運動・ヨコスカ/ヨコスカ平和船団 

たより 325 2021 年 11 月 

「馬毛島と横須賀」拡大再展示 

たより 326 2021 年 12 月 

戦艦「陸奥」主砲展示に砲弾が 

市民宣言 HP http://itsuharu-world.la.coocan.jp 

平和船団 HP http://heiwasendan.la.coocan.jp 

 



●ひらつか市民活動センター メールマガジン 

2021 年 12 月号 

NPO 法人の会計&税金無料個別相談会/市民活動応援講座 助成金申請書の書き方のコツ

/NPO@リレートーク(1/22)/予約制・相談コーナーのご案内 https://www.hiratsuka-

shimin.net/topics/post-20210514//子育てセミナー 「心配した通りの子供になる みんな違

ってみんないい」/平塚 100 人カイギ vol.15 他 

https://www.hiratsuka-shimin.net  

 

ひらつかの風 

2021 年 11 月 No.23 

市民活動推進補助金の募集開始/団体レポート「子ども食堂&#12316;食を通じた地域とのつ

ながりの場に」 

 

●福島市市民活動センター（既） 

ふくサポ通信 2021 年晩秋号 vol.99 

（にゃんこ隊長が行く！）F-cation サークルホップー子どもたちの居場所を提供し続ける 

（福島大学サークル エフケーション） 

https://www.f-ssc.jp/ 

 

●藤沢市民活動推進機構 

F・wave  21 年 12 月 

特集：市民活動センターの 20 年 

ＮＰＯ ＴＩＰＳ：団体の SDGｓターゲットを見つけよう 防災アンケート／なぜなにＮＰ

Ｏ 講座・イベントのあんない／支援施設からのお知らせ 

情報クリップ 12 月号 

http://f-npon.jp 

 

●フォーラム 90 実行委員会（既） 

FORRUM90 No.179 2021 年 10 月 

年末の死刑執行を阻止し 2021 年を執行ゼロの年に！ 

死刑囚表現展 2021 

http://forum90.net/forum90 

 

●ベネッセこども基金 News Letter （公財）ベネッセこども基金 

2021 年 12 月 

特集 ベネッセこども基金 MeetUp 報告 



https://benesse-kodomokikin.or.jp 

 

●ほどがや市民活動センター(アワーズ) メールマガジン 

165 号 2021 年 12 月 15 日 

ほどがやサンタ「定例おそうじ」「おそうじサンタ」が定例化しました！サンタになってみ

んなのまちをきれいにしよう。 1 月 8 日（土）、1 月 22 日（土）※予約不要 

詳細： https://hodogaya-ours.jp/events/1907/ 

164 号 2021 年 11 月 15 日 

http://www.hodogaya-ours.jp/ 

 

(ま行) 

●みずら通信 

No.378 2021 年 12 月 

第２シェルター事例/「少女たちの１０日間」上映会報告 

http://www.mizura.jp 

 

●みどりの風 （一財）セブンーイレブン記念財団 

2021 年冬 No.68 

特集 野生に還す 

https://www.7midori.org/katsudo/kouhou/kaze/ 

 

●めぐりめぐる WE21 ジャパン News 

2021 年 12 月 

人や物、思いがつながる循環する社会へ 

http://www.we21japan.org/npolist/kanagawa.html 

 

●森から田んぼから まいおか水と緑の会 

2021 年 11 月 No.260 

ミズキンバイ観察会報告/「身近な水環境」全国一斉環境調査結果報告/年末鳥見会結果報告

/柏尾川の冬鳥たち 

http://maioka-koyato.jp/ 

 

(や行) 

●大和市民活動センター 拠点やまと 

あの手この手 173 号 2021 年 12 月 

ウイズコロナ、ポストコロナ、の時代 市民活動、NPO 活動、社会貢献活動はどうあるべ



きか 先駆の人を訪ねて 第 3 回 

https://kyodounokyoten.com 

https://kyodounokyoten.com/anote_pdf/anotekonote_173.pdf 

 

●ゆい通信 （一社）きりゅう市民活動推進ネットワーク 

2021 年 11 月 No.112 

高校生ボランティアスタッフ大活躍新川公園 SDGｓイベント 

http://www.kiryunet.org/nw-top.html 

 

●よこはまかわを考える会  

よこはまかわを考える会ニュース vol.476 

2021 年 11 月 

村の鎮守さまって、なぜあるの？ 

https://ja-jp.facebook.com/yokohamakawanokai/ 

 

●横浜市市民協働推進センター 

メールマガジン”Civic Times” vol.39 2021 年 12 月 

「ポストコロナにおける活動に向けた NPO 法人・市民活動団体アンケート調査」の報告書

（中間とりまとめ）を発行/第 2 回対話＆創造ラボ開催/NPO 組織基盤強化ワークショップ 

～今だからこそ、組織運営について一緒に考えてみませんか～/災害時の連携を考えるかな

がわフォーラム/2021 年度「アジア留学生インターン受入れ助成プログラム」/ソフトバン

ク・チャリティスマイル 第 6 回「安心して社会に巣立とう」応援助成/赤い羽根福祉基金 

他 

https://kyodo-c.city.yokohama.lg.jp/ 

 

●福祉よこはま （社福）横浜市社会福祉協議会 

2021 年 12 月 No.201 

障害のある人と一緒に地域で暮らす 

http://www.yokohamashakyo.jp/fukuyoko/ 

 

●ヨコハマアートサイト 

2021 年 vol029 

特集 自然をあるく 

https://y-artsite.org 

 

(ら行) 



●らしっく 広島市まちづくり市民交流プラザ 合人社ウェンディひと・まちプラザ 

2021 年 12 月 小雪号 Vol.61 

広島の魅力、再発見 

http://www.cf.city.hiroshima.jp/m-plaza/ 

 

●立憲民主党 

立憲民主 vol.15 2021 年 12 月 

2021 年 11 月臨時党大会泉健太衆院議員を新代表に選出 

 

(わ行) 

●わか愛愛 和歌山県 NPO サポートセンター 

waka aiai vol.111  2021 Nov. 

和になろう  no.58 （一社）和乃絆 

https://www.wakayama-npo.jp  

 

 

【寄贈報告書・冊子・DVD】 

●横浜市市民協働推進センター 

『ポストコロナにおける活動に向けた NPO 法人・市民活動団体アンケート調査結果』（概

要版 4 ページ、中間とりまとめ 32 ページ） 

https://kyodo-c.city.yokohama.lg.jp/news/npo_survey_2021/ 

横浜市市民協働推進センターによる 2021/8/2&#12316;9/1 の調査 

横浜市の NPO 法人等を対象 

回答 328 団体 

2021/11/10 現在 

 

●PET ボトルリサイクル推進協議会 

『PET ボトルリサイクル年次報告書 2021』 

2021/11 

21 ページ 

https://www.petbottle-rec.gr.jp 

 

●（公財）さわやか福祉財団 

『新しいふれあい社会づくりに向けて：創立 30 周年記念誌』 

2021/11 

92 ページ 



http://www.sawayakazaidan.or.jp 

 

●（独法）環境再生保全機構 地峡環境基金部 

『地球環境基金レポート 2020』 

2021/12 

14 ページ 

https://www.erca.go.jp/jfge/about/report/index_2020.html 

 

●（独法）福祉医療機構（WAM） 

『WAM 助成レポート 2021』 

2021/12 

54 ページ 

https://www.wam.go.jp/hp/ 

 

 

●（独法）福祉医療機構（WAM） 

『WAM 助成レポート 2021』 

https://www.wam.go.jp/hp/ 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

※アリスセンターに情報（情報紙や案内チラシ、メール等）を寄せてくれた団体でメールア

ドレスがわかる団体は、らびっとにゅうずの配信登録をさせていただいております。 

※らびっとにゅうずが不要な場合は、アリスセンターoffice@alice-center.jp までお知らせく

ださい。 

※らびっとにゅうずのバックナンバーは、アリスセンターのＨＰからご覧いただけます。 

 http://www.alice-center.jp/ 

※郵送でいただいた情報もらびっとにゅうずに掲載させていただきますが、らびっとにゅ

うず掲載希望の情報はできるだけメールで送っていただければ助かります。 

らびっとにゅうず掲載希望情報送り先 

 office@alice-center.jp 

 よろしくお願いします 

 

●――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇アリスセンターとは 

「ボランティア活動や市民活動が広がる市民社会を作りたい！」― 



アリスセンターはそんな願いを持ち続けながら 30 年以上、活動を続けてきました。 

アリスセンターは、市民と地域社会の自立を目指し、市民がまちづくりの主体となるための

実践や政策提言を支援しています。市民活動の情報、 NPO の政策提言づくり、NPO や企

業、行政の協働などに取り組んでいます。 

http://alice-center.jp/wp/ 

 

●――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇入会のご案内―正会員・準会員・賛助会員を募集しています－ 

アリスセンターは、個人や団体の会員に支えられて運営されています。 

是非会員となって頂き、市民活動の支援をお願い致します。 

すべての会員の方にアリスセンターのメルマガの配信、定期刊行物を送付いたします。 

〇正会員  入会金 2,000 円  会費 1 口 10,000 円以上(1 口以上) 

総会での議決権・メルマガの配信・セミナーや発行物等の割引等 

〇準会員  入会金 1,000 円  会費 5,000 円 

アリスセンターの運営に参加する個人または団体。 

アリスセンターのメルマガの配信、定期刊行物の送付 

〇賛助会員 入会金 2,000 円  会費 1 口 30,000 円以上(1 口以上) 

アリスセンターの運営を賛助する個人または団体 

アリスセンターのメルマガの配信、定期刊行物の送付 

入会ご希望の方は、アリスセンター事務局（office@alice-center.jp）へご連絡ください。 

後日、事務局からご連絡させていただきます。 
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