2018 年度

パルシステム神奈川ゆめコープ

市民活動応援プログラム
支援団体数：１6 団体

市民活動支援金助成団体一覧
支援金総額：４００万円

パルシステム神奈川ゆめコープは、豊かで元気な地域社会をつくっていくため、
地域の市民活動を応援しています。
2018 年度市民活動応援プログラム市民活動支援金に応募いただいた 34 団体のうち、
16 団体に支援金助成を決定しました。
(順不同)
No

1

団体名
所在地
ホームページ
甲状腺エコー検診神奈川の会
横浜市南区
ホームページあり

2

もざいくハウス
相模原市南区

3

ずし平和デー実行委員会
逗子市

4

芹が谷こども食堂
スナップえんどう
横浜市港南区

5

#つながる朝顔プロジェクト
藤沢市
ホームページあり

6

寺子屋 HOUSE
藤沢市
ホームページあり

7

フードバンクひらつか
平塚市
ホームページあり

■主な活動分野
■団体紹介

支援金額

支援金使途

■医療・健康づくり
■関東子ども健康調査支援基金とともに、神奈川で甲状腺
エコー検診を始め 5 年目になります。国が責任をもち健康
管理する体制を求めて、経年変化調査を続けて実態を明ら
かにします。内部被ばくによる「がん」の発症は、数年間
の継続調査が必要です。検診活動を継続するため広くＰＲ
し、さまざまな支援を広げたいと思います。

30 万円

多くの子どもが受診しや
すいよう自己負担金を一
部補填します。活動継続
のために機器減価償却や
消耗品、研修費に使用し
ます。

■地域づくり
■社会的養護で施設に入所中や退所後の子どもたち、精神
科を卒業したい方、ひとり親家庭の方が訪れることができ
る安定した環境をつくります。将来的には、
「ただいま」
「お
かえりなさい」とくらしていける環境やネットワークづく
りをめざします。

23 万円
1 千円

退所後、退院後、そして
子育ての安定した環境と
して、レスパイト環境と
ネットワークを作りたい
です。

■平和・人権
■逗子市内で平和について活動している 5～10 団体が集
まり、8 月の 1 週間に、講演会やコンサート、人形劇、映
画上映などを行う「ずし平和デー」を開催しています。イ
ベントをとおして、戦争の悲惨さや平和の大切さ、いのち
の尊さについて考えてもらえるよう、子どもからおとなま
で幅広い年代を対象としています。

25 万
7 千円

多くの人に平和へ関心を
持ってもらえるよう、い
ろいろな団体を呼び込
み、参加しやすいイベン
トを企画します。

■子どもの健全育成
■成長過程の子どもたちにバランスの良い食事を提供しま
す。また、障がいがある方や外国籍の方、子どもから年配
者まで多世代の方が集い、おたがいに理解を深める場所を
作ります。食堂から助け合いの輪を地域に広げ、思いやり
のある町をめざします。

16 万円

パソコンを購入しブログ
を開設します。ボランテ
ィア成長のため研修会へ
の参加や講師をよび学習
会を開催します。地域交
流のため地域の人々を招
待します。

■子どもの健全育成
10 万円
■起立性調節障害は、思春期の子どもに多い病気ですが、
あまり知られていません。適切なケアをしないと、うつ状
態や引きこもりになる場合もあります。私たちは、ともに
朝顔を育てることによって、病気に苦しむ子どもと家族に
寄り添います。花の種を自家採取して配布することにより、
病気の周知活動をしています。

病気の子どもとその家族
に回復の希望を伝えま
す。教育、福祉、行政関
係者に病気の理解と支援
を求めていきます。

■子どもの健全育成
■寺子屋ハウスは、毎週月曜午後に開館しています。ボラ
ンティアが宿題や室内遊び、外遊びに参加します。また夕
食会を年 2 回開催。地域の方も参加するオセロ・将棋大会
やすいか割り、花火大会なども行っています。

15 万円

孤食が心配される子ども
と夕飯の時間をともに過
ごす「未来食堂」を寺子
屋で実施するための環境
を整備します。

■子どもの健全育成
■捨てられてしまう「もったいない」食品を企業・農家・
一般家庭から寄付いただき、ひとり親家庭や支援を必要と
する団体・個人に無償で提供しています。
私たちの活動が、地域福祉への貢献と食品ロスの削減につ
ながることを願っています。
将来的には、平塚市外へも支援を広げていきたいと考えて
います。

30 万円

倉庫を維持するための費
用に使わせていただき、
より安定した支援を行っ
ていきたいです。

No

8.

団体名
所在地
ホームページ
NPO 法人
未来経験プロジェクト
平塚市
ホームページあり

9

無料塾ひばり学校
相模原市南区
ホームページあり

10

NPO 法人
女神の子どものためのネットワ
ーク会議
横浜市青葉区

11

ユッカの会
横浜市栄区
ホームページあり

12

理科で遊ぼう会
相模原市中央区
ホームページあり

13

特定非営利活動法人
フードバンク横浜
横浜市神奈川区
ホームページあり

14

要約筆記と手話 ひまわり会
座間市

15

NPO 法人
こども達に未来を in 湘南
藤沢市
ホームページあり

16

福島子ども・こらっせ神奈川
横浜市磯子区
ホームページあり

■主な活動分野
■団体紹介

支援金額

支援金使途

■子どもの健全育成
■地域のなかで顔のみえる関係を築き、子どもを育て、課
題を解決する土壌づくりを目的として、職業・農業体験、
子ども食堂、学習支援を実施しています。一人ひとりが専
門性を生かして、子どもを支え、絆を育むことで地域の魅
力再発見につながりました。多様な価値を認め助け合い、
豊かな地域社会づくりをめざします。

30 万円

現在実施していない地域
での職業・農業体験を実
施します。こども食堂、
学習支援など、子どもの
居場所づくりを行いま
す。

■子どもの健全育成
■義務教育の勉強についていけない子どもが増えるなど、
教育格差が拡大しています。子どもたちに地域のおとなが
勉強を教え、教育格差の解消と世代間の交流をすすめたい
と活動しています。将来は、相模原市南区に 10 拠点を作
り、地域の進学率向上と、地域の方が子育てに貢献できる
社会をめざしています。

30 万円

急速に増えている会員や
活動に対応できる組織を
つくります。

■子どもの健全育成
■日本各地から里母やリーダー候補者が集まり、女性リー
ダーセミナーを開催しています。それぞれの実践体験を共
有し、事例検証することでリーダーのスキルを身につけま
す。参加者がそれぞれの地域に戻り伝えることで、地元里
母への波及効果が期待できます。

23 万
1 千円

神奈川県内のみならず、
東北・関西・九州など遠
方からも参加が多くいま
す。交通の便を配慮し、
東京都内で開催するため
会場費などに活用しま
す。

■子どもの健全育成
■外国につながる子どもに、ボランティアで 教科や日本語
学習の支援をしています。子どもの成長を見守り、保護者
が気軽に相談できる隣人として、外国人家族のくらしをサ
ポートしています。

23 万
1 千円

子どもの社会経験を広げ
る多文化交流キャンプ
を、参加費を抑えられる
関東・甲信越の青少年施
設で実施します。

■子どもの健全育成
■理科ばなれの改善をめざして、実験で発見したり、もの
を作る喜びを子どもたちに体験してもらいます。相模原市
立小学校や環境情報センター、公民館、子どもセンターな
どで、理科実験や理科の遊びを行っています。会員の工夫
に満ちた手作り教材を使用しています。

28 万
9 千円

経済的な家庭環境の違い
に依存せず、子どもたち
が実験を体験できるよう
に、来年も小学校での出
前授業を無料で実施しま
す。

■福祉
■食困窮者への直接支援や、子ども食堂・子育て施設など
へ食材提供しています。地元企業からの寄付や横浜中華街
や地元洋食屋にも協力いただき、ホームレス支援とひとり
親支援を行っています。また、奨学米制度を創設し、各世
帯に毎月 5kg のお米を提供しています。

30 万円

現在行っている奨学米の
受給対象者を拡大したい
です。できれば、神奈川
ゆめ奨学金と連携し、お
米を提供していきたいで
す。

■福祉
■孤立しがちな聴覚障がい者が、サークルメンバーと交流
しながら社会参加し、いきいきと目標のある生活をおくる
ことを目的にしています。ボランティアで地域の学校、障
がい者施設、介護施設などを慰問しています。手話ダンス
の普及と聴覚障がい者と健聴者が支え合う地域社会となる
よう努力していきます。

25 万
1 千円

よりスキルアップした手
話ダンスを習得したいで
す。講師から細部に渡り
説明をうけるには、通訳
者のバックアップが必要
です。手話ダンスの輪を
広げていきたいです。

■震災支援
■子どもたちの明るい未来に寄与することを目的に、健康
で安心して過ごせる環境と社会を作るために活動していま
す。これまで毎年 2 回以上の保養事業を 16 回実施しまし
た。

30 万円

保養期間を延長し、受け
入れ者を拡大します。保
養プログラムの内容を充
実させます。

■震災支援
■福島の子どもたちを神奈川県に招き、保養プログラムを
行っています。学生ボランティアや山北町の小学生にも保
養に参加してもらうことで地域の活性化も図っています。
子どもたちの健康ために、定期的な甲状腺検査の実施を
国・自治体へ要請していきます。

30 万円

７年間実施してきた福島
県楢葉町とその近辺の小
学生を神奈川に招く保養
プログラムをさらに持続
させていきます。

