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ゲームで読みとく
活動のキモ
ボードゲームで、サイコロを振りコマを進め、能力シー
トのマス目を埋めながらＮＰＯにおこるさまざまな出来
事について考えていきます。
今回の体験会では、何か活動を始めたい、ＮＰＯって
何をしているのか知りたい…など入り口であれこれ考え
ている方も、活動歴の長い方も一緒にテーブルを囲み、
仲間を集め、共感を得ながら信頼を高め、団体の立ち
上げから人を雇用するＮＰＯ法人の設立に至る までの
過程をたどりました。
現実はゲームのように進むわけではありませんが、コ
マが止まるごとに、ミッションの共有や資金の問題など
団体が出会ういくつもの
課題に気づくことができ
ました。
ＮＰＯゲームは当セン
ターにもあります。興味
のある方は、スタッフに
声をかけてくださいね。

NPOゲーム体験会
４月27日㈯
市民活動センターには、「社会の課題を解決するため
にＮＰＯを立ち上げたい」と相談にみえる方たちがいま
す。その場合、わたしたちは「団体を立ち上げることは
さほど難しいことではありませんが、活動を続け団体を
維持していくためには充分な準備が必要です」とお伝え
しています。
思いをかたちにしていくために
は、いっしょに活動する仲間、共
感する支援者、運営のための資金
の確保などが求められます。加え
て、書類を作る、会計処理をする
といった事務仕事も発生します。
『ＮＰＯゲーム』は、ＮＰＯ法
人テダス（京都府南丹市）考案の
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市民活動見てある記

清水区観光ボランティアガイドの会（SVG）

清水区観光ボランティアガイドの会（ＳＶＧ）は、清水区を訪れる観光客へのおもてなしを目指して、2016年１月に
各地域のガイド団体を組織するかたちで設立されました。「地域ガイドチーム」と「英語ガイドチーム」により構成さ
れており、現在、12団体・約70名が年間を通して活発に活動しています。
最近では、学生さんや主婦を中心に若いメンバーが増えたことにより、今まで紙ベースで行っていた連絡方法に加え
メールやクラウドを活用するなど、組織や業務の新陳代謝が進んでいるそうです。
今回は、大型客船の入港にあわせた英語ガイドに同行し、みなさんの生の声をお聞きしました。
妙慶寺

歴史や道案内以外にも、
様々な質問を受けますね。
「鯉のぼり(Carp streamer)
はどこに行ったら買えます
か？」と聞かれて慌てたこ
とも…

清水港

学生時代の通訳ボランティ
アが縁でＳＶＧに参加。
清水の街や歴史を深く知れ
ば知るほど大好きに♪
県外出身者ですが、静岡で
就職しました！

船宿
末廣
静岡に越してきて10年。
子育ても終わり、地域への
恩返しのつもりでガイドを
始めました。
自分の勉強にもなりますし、
新しい仲間も増えました★

ドイツ、フランス、スペイ
ン、中国など英語圏ではな
い方にも、２〜３の単語や
地名を知っているだけでグ
ッと親近感を持ってもらえ
るんですよ！
外国人観光客の方に
好評な英語地図▶

▼夏は爽やか
ポロシャツコーデ♪

▲SH I M I Z U ブルーの
ウインドブレーカー
とキャップが目印！

フェルケール博物館にお越
しになる方は知識も豊富な
のでガイドも大変ですが、
世界の人と交流できること
が何よりも嬉しいですね。

美濃輪
稲荷神社

次郎長
生家

現在、５地点で定点ガイ
ドを行っていますが、イ
ンバウンド需要に対応す
るため、将来的には地点
を増やす予定です。

会員も随時募集中！

フェルケール
博物館
外国の方はハンカチ類をあ
まり持ち歩かないことが分
かり、手水で濡れた手を拭
くためのキッチンペーパー
を常備するなど、常に工夫
しています。
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●清水区観光ボランティアガイドの会
【住

所】

静岡市清水区港町2−1−1
（清水市民活動センター内）
【TEL/FAX】054−351−0211
【メール】 svg20160912@yahoo.co.jp

リレートーク 港の風 51
現役大学生の加藤さん。観光ボランティアガイドとして、他県出身ながらもどっ
ぷり地域に浸かる毎日だそうです。今回は、市民活動と清水に対する思いについて
お聞きしました。

清水区観光ボランティアガイドの会（SVG）
東海大学 海洋学部 環境社会学科３年

加藤

遼一

英語を通して清水を知る
「得意」を活かして地域貢献！

大学生だからできること

進学を機に愛知県から清水へと越してきましたが、大
学とアパートを往復するだけの日々を送る中、自分の好
きな英語を活かして何か地域に貢献できることはないか
という想いが芽生えました。そんな時、大学の先輩から
「清水港に豪華客船が入港するから一緒に岸壁で通訳ボ
ランティアをやらないか？」という誘いがあったんです。
その後、大学の先生の紹介で『清水区観光ボランティア
ガイドの会』（以下ＳＶＧ）に入会、市民活動を始めるこ
とになりました。現在は、通訳ボランティアとＳＶＧの
両方で清水の名所を案内しています。

私のガイドとしての目標は、客船で清水を訪れる外国
人の皆さんに日本や清水という街を少しでも知ってもら
うことです。そのために、日本文化などに関する質問に
対して、どうすれば分かりやすく説明できるかと日々考
えています。在学している東海大学での講義もガイドの
ネタの宝庫。常にアンテナを張っています！
また、様々な年代の会員と交流することで、コミュニ
ケーションの取り方を学び、さらには多角的な考え方が
できるようになったと思います。
私自身も、大学生ならではのフットワークの軽さや知
識を活かし、電子媒体を駆使した情報共有や発信などを
提案しています。

地域への愛着と誇りを持って
ＳＶＧの英語ガイドチームでは 清水の歴史を学び、
地域により愛着を持つこと をテーマに掲げ、中学生か
ら80代までの会員が英語を使いながら楽しく活動してい
ます。
主な事業に、清水港周辺の５地点（船宿末廣・妙慶寺
・次郎長生家・美濃輪稲荷神社・フェルケール博物館）
における「定点ガイド」があります。
ガイドをするにあたり、まずは現地視察をおこない、
各々の得意分野を活かして一からガイド文を作成してい
ます。それらを用いて勉強会を開催、英語が得意な会員
が講師となり、英語の発音やガイドの方法など積極的に
学んでいます。
こうした活動を通して、今まで知らなかった清水を知
ることができ、自分にとっても新たな発見がありますね。

世界に発信したい清水の魅力
清水港は、豪華客船が寄港する国際港です。駿河湾の
新鮮な魚介類を味わうことができるのも魅力の一つでし
ょう。
さらに、日本観光地100選コンクールの第１位に選ば
れたこともある景勝地日本平から見る眺望は、何度見て
も清水に住む一人として誇らしく思います。
また、世界遺産に登録された三保の松原から見る富士
山と松林の組み合わせも最高です。東海大生としては、
かつて東洋一とも評された三保半島の先端にある東海大
学海洋科学博物館もおススメです。
清水にお住まいの皆さんも、是非、清水港〜三保を訪
れてみて下さい。新しい魅力に気づくかもしれません
よ！
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ＮＰＯワンポイント

市民活動センターで会計事務作業をしませんか？

毎

会

週月
曜

日は

計
の
日

「伝票の処理の仕方がわからなくなってしまった」「どの勘定科目に入れたらよいのか
わからない」「前払い・未収金・未入金についてはどうしたら良い？」など年度末が近づ
くと、市民活動センターでは急に経理関係の相談が増えます。
会計処理は年間を通してこまめに、定期的に行うことが結果的に年度末の業務を減らす
ことにつながります。しかし、実際は事業や日々の活動に追われて難しいというのが現状
ではないでしょうか。
そこで、提案です！６月３日から、毎週月曜日を 『会計の日』 とし、14時から20時の
間、会計業務をするスペースとを提供します。伝票や帳簿、パソコンを持っておいで下さ
い。相談会ではないのでご自分たちで作業をすすめていただきますが、わからないことが
あれば経理担当スタッフがサポートします｡ぜひご活用ください。

事業のご案内
7/５㈮

7/27㈯

かいけいサロン
きほんの「き」

〜家計簿から入る会計入門〜
「借方、貸方って何？」「損益計算書と貸借対照
表の関係性がわからない！」など、今さら聞けない
お金の出し入れと管理について質問ができます。
会計は苦手、よくわからないのに会計担当になっ
てしまった、という方も気軽にご参加ください。
時

間

13：30〜15：0０

定

員

10団体

講

師

センター経理担当スタッフ（佐藤節子）

参加費

無

ＮＰＯ会計の基礎と活動計算書
作成講座

ＮＰＯ法人会計基準の基礎を学び、わかりやすい会計書
類を段取りよく作る方法を学びます。
2 0 1 7 年の寄付金の処理などについての会計基準の変更
についても再確認します。
時

間

13：30〜16：3０

定

員

20団体

講

師

ＮＰＯ法人ボランタリーネイバーズ理事
同相談事業部長
ＮＰＯ法人会計基準協議会専門委員
税理士 中尾さゆりさん

お申込み順

料

参加費

１人

お申込み順

200円（資料代）

その36
かつて、ＪＲ清水駅前から南に走るさつき通りに面して静岡缶詰協会の
ビルがあり、この石碑はその前に建てられていました。
協会が駅前のビルに移転したことにより、石碑は清水港湾博物館（フェ
ルケール博物館）に寄贈されました。
働く女性のレリーフの下の碑文には、「最低賃金国第一号記念」の文字
が刻まれています。
国による最低賃金法の施行は昭和34年ですが、静岡県内の缶詰業者間で
初任給に最低賃金を設定する協定が結ばれ、年齢別、経験年数別の標準賃
金を決めたのは、昭和31年のことでした。
石碑は、労働条件を向上させることが生産性を高めることにつながると
いう発想で全国に先駆けてこの制度を導入し、最低賃金法の普及にも大き
な貢献をしたことを顕彰して建てられました。
生産性の向上を目指し、たくさんの労働者が缶詰生産に取り組んでいた
活気ある当時のまちの様子をうかがい知ることができるモニュメントのひ
とつです。

センターからの
お知らせ

●清水市民活動センター13周年記念事業の実行委員を募集します●

利用登録団体のみなさまのご参加をお待ちしています。ご協力いただける方はセンターまでご連絡ください！
第１回実行委員会 ６月21日㈮ 19：00〜
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