
一口 現金	 200円
ポイント	 200ポイント
何口でも複数の団体でも応援できます。

賛助金カンパのしかた
申込期間 11月8日〜11月19日

 （11月3回〜11月4回）

応援したい団体の右上にある
6ケタ注文番号で、
商品の注文と同じようにお申し込みください。
現金でカンパする場合と、ためたポイントでカンパする
場合では、注文番号が異なりますのでご注意ください。

申込方法

※団体のおもな活動分野を、インデックスで表示しています。

活動分野
環境医療・健康づくり

地域づくり子どもの健全育成

福祉

国際交流経済格差対策

一口200円、200ポイントから、カンパで応援！	次ページから24団体を紹介しています

発行／第22回 生活協同組合パルシステム神奈川 市民活動支援運営委員会
配付／2021年11月1日〜11月5日

みなさん一人ひとりの力が
地域を、人を、元気にします

市民活動応援プログラムとは、神奈川県内で活動する
市民団体やNPO法人を資金面で応援する制度です。
「市民活動支援金」と「賛助金カンパ」で支援し、
市民が主体となった元気な地域づくりへの貢献を目的としています。

生活協同組合パルシステム神奈川 市民活動応援プログラム事務局
横浜市港北区新横浜3-18-16  新横浜交通ビル3階
TEL:045-577-3533  FAX:045-470-4178
https://www.palsystem-kanagawa.coop/
E-mail : yumeshimin@pal.or.jp

賛助金カンパで、
市民活動を応援!

第22回 市民活動応援プログラム

共感できる
団体を

応援しませんか

一次選考
一次選考を通過した団体が、賛助金カンパの対象団体となります。

市民活動応援プログラム

団体より応募

団体が活動報告書・会計報告書を提出

賛助金
カンパ
組合員がカンパで、市民
活動団体を直接応援で
きるシステムです。賛助
を受けた団体は「地域で
応援されている」という自
信にもなり、喜ばれてい
ます。
2020年度までに、686
万1,054円の気持ちが寄
せられました。

面接・本審査
本審査を通過した団体が、「市民
活動支援金 助成団体」となります。

市民活動支援金
助成団体を決定

当組合の剰余金から積み立てた一
部が原資となります。2020年度ま
での21年間に、405団体に対して、
総額8,192万円を支援しました。



毎週定期的に、車いすの方、半身
不随の方はボッチャやフライング
ディスクを、知的障がいをもつ方は
フットサルを、海老名市の施設「南
えびなアリーナ」を利用して、楽し
みながら活動しています。海老名市
を中心とした地域の、障がいをもつ
方が気軽に、定期的に、仲間ととも
にスポーツで体を動かせることを
目指しています。

SDGsにかかわる取り組みや環境
問題、市内の課題を学びながらシ
ェアしたいことを、自分たちの目線
で調べて、フリーペーパーに載せて
発信しています。フリーペーパーや
ワークショップを通じて情報発信
のコミュニティを確立し、地域のつ
ながりの拠点となります。

生活困窮者、とくにひとり親家庭
への食支援を目的としています。個
人・団体・企業から余剰の食品を募
り、それらを必要な方々へ届けるこ
とにより、食の助け合いを地域に
拡げています。このことで誰もが安
心してくらせる地域づくりに貢献し、
将来的にはフードパントリー活動
をさらに展開し、きめ細やかな支援
をしていきたいです。

経済格差に起因する教育格差を是
正するために、オンラインでの学習
支援を行っています。主に公式
LINEで勉強に関する質問を受け
つつZoomでの家庭教師を行って
います。川崎から日本へ学習支援
の輪を広げます。

小田原市が条例で定めた「野生の
生き物保護区」を中心に、その周囲
の水田地帯の環境を守るため、①
パトロール②草刈・藻刈③天敵のア
メリカザリガニ駆除④メダカ生息
地拡大のためのビオトープ造成な
どの野外活動と、市民のみなさん
への「生態系保全」の重要性を啓
発する勉強会、小学校への出前授
業などを行っています。

横須賀市を中心に活動しています。
コロナ以前は、基礎年金だけでくら
す独居高齢者への食支援を最重
点活動としてきました。その後、コ
ロナ禍で収入が大幅に減ったり、
失職した人への支援に活動の重点
を変えています。最近では横須賀
市等の社会福祉協議会からの食
品支援依頼も増えており、これらの
要望にも応えていきたいです。

活動の目的は、生活困窮状態にあ
る人たちを食品提供で支援するこ
と。また、「フードロス削減」の原則
に立ち、積極的に余剰となった食
品を活用することです。コロナ禍で
困窮状態となった人達を支援する
ことで地域へ貢献します。将来は、
運営面で自立できるように、地域の
人たちからの支援体制ができるこ
とを目標とします。

外国の人と地域の人が理解し合い、
交流できる居場所づくりを目的に、
相談対応、交流イベント、外国につ
ながる子どもにかかわる情報ファ
イルの作成・学校への配布を行って
います。学習支援ボランティア育
成講座を行うことで外国の人々と
の交流、理解を深め、外国の人が
地域で活躍し多文化共生が進むこ
とを目指します。

障がいをもつ方が気軽に
参加できるよう会場費等に充てたい

環境問題を知るきっかけに
まずは「食べ残しゼロ」！

食品の購入・運搬・会場費に充て
会場と回数を増やしたい

オンラインの学習支援のための
設備投資や支援の拡大をしたい

メダカ等の生態系の大切さが
記憶に残る「絵本」をつくりたい

困窮世帯への食品支援の継続と
高齢者への食品支援を行いたい

食品の集荷、保管、配送を
円滑に行う環境を整備したい

子どもの学習支援のための
ボランティア養成講座を実施したい

南えびなスポーツクラブ

BENIRINGO

フードバンク浜っ子南

NETORS

めだかサポーターの会

神奈川フードバンク・プラス

報徳食品支援センター

神奈川区に多文化共生をすすめる会

活動地域	海老名市を中心に厚木、寒川、綾瀬、座間の各地区

活動地域	茅ヶ崎市

活動地域	横浜市南部地区（磯子区、港南区、栄区、戸塚区、南区）

活動地域	川崎市

活動地域	小田原市桑原地区

活動地域	横須賀市、三浦市、逗子市をはじめ横浜市金沢区にかけて

活動地域	小田原市を中心とする西湘地域2市8町

活動地域	横浜市神奈川区

注文番号

106321
現金

注文番号

106330
現金

注文番号

106313
現金

注文番号

106356
現金

注文番号

106348
現金

注文番号

106399
現金

注文番号

106453
現金

注文番号

106372
現金

注文番号

169102
ポイント

注文番号

169111
ポイント

注文番号

169099
ポイント

注文番号

169137
ポイント

注文番号

169129
ポイント

注文番号

169170
ポイント

注文番号

169234
ポイント

注文番号

169153
ポイント

環境

経済格差対策

経済格差対策

環境

経済格差対策

経済格差対策

国際交流

毎週木曜日に集まり「ボッチャ」のゲームを楽しん
でいます

特定非営利活動法人

特定非営利活動法人

環境問題や社会問題をわかりやすくPOPにまとめ
たフリーペーパー『BENIRINGO』

ひと家族一袋の食品と選べる食品やお米を提供します

LINEで質問を受け（上）、素早く回答し（下）子ど
もの学習を支援

ミナミメダカ東日本型に分類されている「酒匂川
水系のメダカ」

多くのボランティアの手で食品配布の準備作業を! 

京都の日本酒蔵元から余った酒米をいただきました

神奈川区役所で毎月開催している定例会議の様子

ホームページあり

ホームページあり

ホームページあり

ホームページあり

ホームページあり

ホームページあり

ホームページあり

ホームページあり

NPO法人

NPO

特定非営利活動法人

医療・健康づくり



自殺予防電話相談「ドリームセン
ター」が2005年より活動開始。地
域の必要性から、格安での子ども
英語教室、月1回の無料子ども食堂
を行ってきました。2021年1月より
藤沢フードパントリーを開始、大学
生、母子家庭などへの食料支援を
行っています。開催は月1回ですが、
今後は週1回開催できることを目指
しています。

児童養護施設等の子どもたちへの
キャリア教育を行っています。18歳
での就職自立を目指し、就職面談
や職業適性検査、協力企業と連携
した就労体験を完全個別オーダー
メイドで提供しています。またアフ
ターフォローとして、施設から就職
した若者の転職相談等に応じてい
ます。地域の企業と連携し活性化
に寄与しています。

地域のまちづくり委員会などの協
力を得て民家を借りて活動。コロ
ナ禍のため、昨年より手作り弁当
の配布、フードパントリーを行って
います。コロナ収束後は居場所とし
ての活動を再開し、子どものみなら
ず、自治会や民児協とのつながりを
生かし、世代間交流の拠点として
の役割も担えればと考えています。

障がい者がスポーツ活動を楽しん
で継続していける環境を整えつつ、
ありのままの活動の現状をひとり
でも多くの方に見てもらうことで障
がい者への理解を深め、健常者と
の垣根も自然に越え、共生社会の
実現に向けて皆がスポーツ活動を
自由に楽しみながら、地域社会の
理解啓発を目指します。

私たちは「居場所づくりサポート事
業」「保育園事業」「中間支援事業」
の３つの事業をとおして、病気をも
つ子どもたちがおうちから社会に
出ていくステップを小さくする活動
を行っています。この活動を入口と
し、病気の子どもとご家庭が地域
社会とつながるよう、サポートを行
っていきたいと思います。

発達障がい児の子育て経験のある
人の話や、同じ思いをしている仲間
の存在は親を元気にし、情報交換
をすることで難しいといわれる子
育てにも前向きに取り組むことが
できます。綾瀬市には発達障がい
に特化した親の会がないので、そ
のつながりをつくり、子育てしやす
く子どもが生きていきやすい街に
することがこの事業の目的です。

養護施設等と連携し、月1回フード
バンク食料を頼るところの少ない
子どもたちに送付し、そのうち1回
施設職員からのメッセージと寄贈
品と近況報告用はがきを同封する
活動をしています。目的は、食への
不安や孤立感の軽減を図りつなが
りを維持することです。将来的にも
多くの参加者によって活動が継続
されていることを目指します。

サポートが必要な家庭と子どもに
対して、昼食提供と食品配給を行っ
ています。また、ワーク・発表体験
を通じ、自身の願いを伝わる言葉
で表現できる「生き抜く力」をつけ
ます。そして、地域の人を巻き込み、
子どもたちの想いと出会える拠点
とし、ヤングケアラーについての理
解をすすめる取り組みをしています。

支援食材の偏り解消
副食を購入したい

コロナ禍でも子ども達に
変わらぬ支援を届けたい

後継者の養成、子どもの体験の
ための料理教室等を開催したい

障がい者がスポーツ活動を
継続できるよう環境を整えたい

病気をもつ子どもとその親が
情報交換する交流会を開催したい

お話会を開催し周囲に発達障がいの
理解を促す機会をつくりたい

食料を送ることで
当事者の孤立感を軽減したい

子どもたちが「生き抜く力を育む」
ための居場所を継続したい

ドリームセンター 藤沢フードパントリー フェアスタートサポート

お結びころりん Fun Place39

Small Step ひなたぽっこ

さくらんぼ Omoshiro

活動地域	藤沢市 活動地域	神奈川県

活動地域	小田原市上府中地区 活動地域	横浜市、横須賀市

活動地域	横浜市 活動地域	綾瀬市

活動地域	横浜市瀬谷区 活動地域	 	横浜市鶴見区

注文番号

106381
現金 注文番号

106402
現金

注文番号

106411
現金 注文番号

106429
現金

注文番号

106364
現金 注文番号

106437
現金

注文番号

106445
現金 注文番号

106461
現金

注文番号

169161
ポイント 注文番号

169188
ポイント

注文番号

169196
ポイント 注文番号

169200
ポイント

注文番号

169145
ポイント 注文番号

169218
ポイント

注文番号

169226
ポイント 注文番号

169242
ポイント

子どもの健全育成 子どもの健全育成

子どもの健全育成 子どもの健全育成

子どもの健全育成 子どもの健全育成

子どもの健全育成 子どもの健全育成

特定非営利活動法人

特定非営利活動法人

特定非営利活動法人

「今日」を生きるために、冷凍食品を合わせてお渡し
させてください

児童養護施設の高校生たちに実施した会社見学ツ
アーでの1枚

手作り弁当80〜90個の配布とフードパントリー
でコロナ禍対応

皆が楽しめる水泳を通して、さまざまな可能性が
広がります！

オンラインで『慢性疾患児ご家族交流会』を開催し
ています！

月1回行っている涙あり笑いありのお話会の様子

実家から荷物が届くように、お手紙を添えて荷物
を送ります

子どもたちとの思い出が、明日のお守りになるよ
う活動しています

ホームページあり

ホームページあり

ホームページあり

ホームページあり

ホームページあり ホームページあり

ホームページあり ホームページあり

特定非営利活動法人 一般社団法人



午前中は子育て世代を対象とした
アロマワークショップ、午後以降は
子どもを対象とした自習室を開放。
親の心の負担を減らすことが子ど
もにいい影響を及ぼします。アロマ
ワークショップはその場で癒される
だけでなく、悩みごとを吐き出して
心を軽くし、覚えたマッサージを家
族とのスキンシップに役立ててもら
うことでよい循環を生み出します。

私たちは「多種多様な人たちと地域
をつくる」取り組みとして、子育て中
の外国人在住者とともに、多文化交
流や子育て支援活動を実施してい
ます。日本語力や国籍に規定され
ず、個性や潜在能力を生かす場とし
て、とくに外国人主婦の社会参加
を促しながら多文化共生促進事業
を行い、協働のもと地域づくりを進
める創発的な社会をつくります。

まちの子どもが、多様な価値観や
助け合いや交流のあり方を体験し、
生きる力を育むことを目的とした、
私設の図書館「子どもと若者図書
館」です。家庭や学校関係者など
所属を超えてさまざまな年代の子
どもや大人と触れ合い、地域の大
人や子どもとともに運営することで
人々のつながりを育み、安心安全な
地域をつくります。

コミュニティカフェの存在を通じて、
地域活性と住民の孤立を防止し、
人とつながり、来店者も活動者もと
もにいきいきとした日々を送ること
を目的としています。多世代さまざ
まな立場の人にとって地域の「楽し
い居場所」です。仕入れは商店会、
コープ。地元の野菜も販売。「まち
の保健室」との連携も継続して1年
でも長く継続させたいです。

横浜市西区を中心に、小児がん啓
発・支援のために、レモネードスタ
ンド（小児がん支援チャリティー）や、
小児がん患児やその家族を対象と
した交流イベントの開催、講演・朗
読会活動などを行っています。将来
の目標は、小児がん患児等及びそ
の家族の宿泊交流施設等の運営、
小児がん経験者等の就労支援を行
うことです。

県立こども医療センターには難病
治療のため県外から入院する子ど
もが多く、自宅から通院する家族に
はきょうだい児の居場所の確保や
心のケアも求められています。患
者・家族滞在施設はそのような家
族のニーズに応えることができます。
家族の負担を減らせるように、企業
や行政との連携による利用料の引
き下げを目指しています。

精神科入院に必要な物を依頼があ
る都度無償で送っています。お金
の持ち合わせが無い人も多く、当事
者だけでなく医療関係者が生活用
品の確保に困っている現状を知り
無償でお送りしています。この活動
を通して当事者・ご家族へ頼ること
の大切さや、あなたはひとりではな
いというメッセージを伝えたいです。

多文化共生のためコミュニケーショ
ンは何より大切です。言葉の壁か
ら、日本で孤立を感じる外国人も
多いです。病院・役所等への付き添
いや提出書類の通訳・翻訳をはじ
め、生活情報を多言語化しメール
配信し、無料健康診断などは医療
通訳つきで行ってきましたが、現在
資金がありません。どんな人でもく
らしやすい地域にしたいです。

地域情報誌への掲載、幼・保育園等
への周知活動を行いたい

外国人家庭が地域の人と
接点をつくるために活用したい

大人・子ども別の手洗い場をつくり
感染症対策をしっかり行いたい

来店者・活動者にとって安全・安心
かつ楽しいカフェにしたい

小児がん患児家族の
交流イベントのために充てたい

感染症拡大防止のための機器、
衛生消耗品を購入したい

少しの外出に使える院内着等
入院中に必要な物資を購入したい

多文化共生のため翻訳・
通訳ボランティア等の活動を続けたい

れいんぼ～かふぇbyレインボースマイル湘南 Sharing Caring Culture

プラットファーム サンカフェ広場

みんなのレモネードの会 スマイルオブキッズ

Thoughtful Gift かわさきくコミュニケーション・ボランティア

活動地域	藤沢市 活動地域	横浜市北部地域（都筑区、青葉区、緑区、港北区）

活動地域	神奈川県 活動地域	横須賀市

活動地域	横浜市西区、全国（オンライン） 活動地域	横浜市南区

活動地域	神奈川県の精神科病床を有する病院（横浜市内が多い） 活動地域	川崎市川崎区

注文番号

106470
現金 注文番号

106488
現金

注文番号

106496
現金 注文番号

106500
現金

注文番号

106305
現金 注文番号

106518
現金

注文番号

106526
現金 注文番号

106534
現金

注文番号

169251
ポイント 注文番号

169269
ポイント

注文番号

169277
ポイント 注文番号

169285
ポイント

注文番号

169081
ポイント 注文番号

169293
ポイント

注文番号

169307
ポイント 注文番号

169315
ポイント

地域づくり 地域づくり

地域づくり 地域づくり

福祉 福祉

福祉 福祉

子育て相談付きアロマワークショップと軽食付自
習室を運営。高校生以下無料

外国人在住者とともに子育て世代が集うイベント
を企画運営

子どもたちに必要な情報と安心できる場を提供す
る私設図書館

キッズコーナー・手作り品BOXもあり、ゆったりく
つろげる店内

ファーマシーガーデン浦賀にてレモン狩りをしな
がらの交流会

患者・家族滞在施設「リラのいえ」の利用者とボラ
ンティア

あなたの想いものせて、必要としている患者さん
へ物資を届けます

言葉の壁を越えともに生きるため外国人に対して
通訳翻訳の支援

ホームページあり

ホームページあり

ホームページあり ホームページあり

ホームページあり ホームページあり

NPO法人

特定非営利活動法人

一般社団法人 特定非営利活動法人

一般社団法人


