
実施
年度

区分 団体名 事業名 事業内容

1 発展 海老名里山づくりボランティア山仕事の会 海老名市内里地里山の保全再生事業の実施
市内３箇所の里地里山で間伐、下草刈り、廃棄物回収等の作業を行い、里地里山の再生保全を図
る。

2 入門 ライブビートストリート海老名 ライブビートストリート海老名の実施
音楽、ダンス、演劇、大道芸等、みんなが楽しめる時間と空間を提供する。
その為のツールとして、「音楽」を位置づけている。

3 発展 海老名女性支援電話「そよ風」 海老名女性支援電話「そよ風」傾聴講座の実施 市民向け傾聴入門連続３回講座の実施する。

4 発展 かながわ子育て情報局
母と子健康促進プロジェクト（ママトコ・プロジェク
ト）の実施

ママとベビーの薬膳教室＝漢方食材等を使った料理、ベビータッチ＝服の上から赤ちゃんをマッ
サージ、整体＆リフレクソロジー＝産後の体調を戻す。

1 入門 生きがい発見塾
シニア．団塊の世代向け「自分探し．仲間づくり相
談会」

団体の活動の発表と市民の自分探し、仲間づくりの手助けをブース、映像、ＰＲ誌、実演で行う。

2 発展 海老名里山づくりボランティア山仕事の会 海老名市内里地里山の保全再生事業
市内3箇所の里地里山で間伐、下草刈り、廃棄物回収等の作業を行い、里地里山の再生保全を図
る。

3 発展 かながわ子育て情報局 ママトコ（母と子）プロジェクトⅡ
ママとベビーの薬膳教室＝漢方食材等を使った料理、ベビーダンス＝赤ちゃんを抱っこひもで抱き
ながら踊る、整体（ヨガ）＝出産等で歪んだ骨盤を直す。

4 発展 ライブビートストリート海老名 ライブビートストリート海老名
音楽、ダンス、演劇、大道芸等、みんなが楽しめる時間と空間を提供する。その為のツールとして、
「音楽」を位置づけている。

5 発展 海老名女性支援電話「そよ風」 女性支援電話　「そよ風」傾聴講座 市民向け傾聴入門講座を３回連続で実施する。

6 発展 混合療育を考える会
心理・発達面に困難を抱えた子どもたちの居場所
作り・支援者育成

子どもの障がいの有無に関係なく、集ることで、理解する人材を増やし、支援体制を作る。また、子ど
もを取り巻く社会問題を学んだり、個別相談を行ったりする。

7 発展 河骨保護の会 絶滅危惧の水生植物コウホネの保護・育成
コウホネをＰＲするため、野草観察会や移植等の保護活動を行う。また、保護・育成の看板を設置す
る。

1 発展 海老名里山づくりボランティア山仕事の会 海老名市内里地里山の保全再生事業

市内４箇所の里地里山で枝打ち、間伐、下草刈り、廃棄物回収等の作業を実施し、里地里山の再
生保全事業に取り組む。
①海老名市大谷北　大谷市場地区（4,688㎡）
②海老名市大谷南　大谷坊原地区（3,238㎡）
③海老名市大谷南　大谷鍛冶返り地区（6,224㎡）
④海老名市杉久保　杉久保緑地地区（2183.46㎡）
※④はえびなの森創造事業植樹地区

2 発展 かながわ子育て情報局 ママトコ（母と子）プロジェクト

○ベビーとママの薬膳教室
身近な食材で薬膳を使った予防方法を学ぶ。
○親子で整体（ヨガ）講座
産後や普段の生活で歪んだ骨盤を自宅で簡単に治す方法を学ぶ。

3 発展 ライブビートストリート海老名 ライブビートストリート 海老名

○「音楽」、「ダンス」、「演劇」、「大道芸」等、みんなが楽しめる時間と空間を提供する。
○その為のツールとして、「音楽」を位置づけている。
○音楽演奏会（場所：中央公園円形ステージ）を月に１～２回開催
○他団体とコラボレーションして、イベント及びパフォーマンスを企画

4 発展 混合療育を考える会
心理・発達面に困難を抱えた子どもたちの支援者
育成

「びな・カンファランス」
民間・公的機関の専門家を交えて、近隣ケースの事例検討会を開催
○対象者　地域の子育て支援関係者・医療・教育・福祉などの専門家
○年間12回開催
○うち６回は、地域の学童保育指導委員を対象に、出向いて事例検討会（「出前カンファランス」）を
開催

H22
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海老名市市民活動推進補助金交付実績　



実施
年度

区分 団体名 事業名 事業内容

海老名市市民活動推進補助金交付実績　

1 発展 と金ネットワーク 世代間ふれあい将棋交流プログラムの推進
○将棋教室の開催
従来から開催していた初心者教室や、他の将棋普及の機会にプロ棋士を招き、受講者への指導対
局やアドバイスを受ける機会を年３回設定する。

2 発展 生涯学習研究発表会実行委員会 生涯学習研究発表会

○サークルの活動発表の場を設置する。
　・開催日　：平成26年3月の2日間（土、日）
　・会場　　　：文化会館
　・対象者　　：生涯学習サークル、一般海老名市民　1,500人

3 発展 Sapling Music Park Ebina
市内３高校の在校生、卒業生による
音楽イベントの企画、運営による地域貢献（まちづ
くり）

○年４～６回のライブイベントの開催
○上記のうち１回はオリジナルソングアマチュアバンドコンテストを実施
○中央公園の円形ステージや海老名市内の高校での活動発表
○海老名市内で活動を行うアマチュアバンド、ダンスチーム、ジャズバンド、ブラスバンド、コーラス
等、音楽団体とイベントの企画、運営のボランティア

4 発展 混合療育を考える会
心理・発達面に困難を抱えた
子どもたちの支援者育成

○定例カンファ
　地域の子育て支援関係者・医療・教育・福祉などの専門家を対象に開催。（年１２回）
○出前カンファ
　地域の学童保育指導員を対象に開催。（年間３回）
○セミナー
　地域の子育て支援関係者・医療・教育・福祉などの専門家、地域住民を対象に開催。（年２回）
○自主勉強会
　地域の学童保育指導員を対象に開催。（年６～８回）

5 入門 海老名セーフティー・ベリー協議会 ライフスタイル見渡し活動の推進啓発事業
○日々の生活行動における防犯活動の推進啓発内容を掲載した印刷物の配布
○学校（ＰＴＡ）、自治会、地元商店街と相談し、配布時に講演（おはなし会）なども企画していく

1 発展 海老名女性支援電話「そよ風」
アスペルガー、アズ直子講演会
（私が見つけた人とうまくいく30のルール）

○発達障がいへの理解と、生きづらい現代社会での
　 コミュニケーション能力の学習（１１月下旬予定、定員５０名）

2 発展 生きがい発見塾 すてきな仲間づくり相談会

○相談会の実施
○体験教室
○ボランティアバンクとの提携（市が発行するボランティア
　 バンクを活用し、市民へのPRを強化）
○海老名市行事参加（市民まつり、交流館フェスタ、
　 ボランティア活動に積極的に参加）

3 発展 えびなパソコンサポートボランティア パソコン利用の応援団

○平成25年度の支援内容がより生活に生かせるよう、
　 内容を充実させ、利用者を増やす。
　　・パソコン体験コーナー
　　・パソコンサポートコーナー
　　・相談コーナー

4 発展 Sapling Music Park Ebina
市内３高校の在校生、卒業生による
音楽イベントの企画、運営による地域貢献（まちづ
くり）

○年４～６回のライブイベントの開催
○「ビナフェス」オリジナルコンテストの開催
○中央公園の円形ステージと市内高校を中心に活動発表
○世代を超えた活動（アマチュアバンド・ダンスチーム・ジャズバンド・ブラスバンド・コーラス等）

5 発展 公民館まつり実行委員会 公民館まつり

○サークルの活動発表の場を設置
　 開催日：平成27年２月の２日間（土、日）
　 会　 場：文化会館
　 対象者：生涯学習サークル、一般海老名市民　１，５００人

Ｈ26
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実施
年度

区分 団体名 事業名 事業内容

海老名市市民活動推進補助金交付実績　

1 発展 生きがい発見塾 すてきな仲間づくり相談会

○相談会の実施（ビナレッジ）　市民とサークルのセッション
○体験教室の実施　団体ＰＲの援助
○サークル電話紹介（海老名市ボランティアバンクとの連携）
○海老名市行事への参加

2 発展 Ｓａｐｌｉｎｇ　Ｍｕｓｉｃ　Ｐａｒｋ　Ｅｂｉｎａ
市内３高校の在校性、卒業生による
音楽イベントの企画、運営による地域貢献（まちづ
くり）

○年４～６回のライブイベントの開催、駅西側への参画を推進する。
○「ビナフェス」オリジナルコンテストの開催
○中央公園円形ステージでの活動発表
○世代やジャンルを超えた団体相互の連携、協業によるイベント開催や参画

3 発展 えびなパソコンサポートボランティア パソコン利用のサポート
○パソコン学習会　　毎週火曜日１３時～１８時（個別対応）
○パソコンプラザ　　毎週水曜日１０時～１６時（個別対応）

4 入門 リーベン
「リーベンカンファランス」
「リーベンスキルアップ講座」

○「リーベンカンファランス」（学童保育ケースの事例検討会）
　　年間10回、木曜日午前10時～12時開催
　　対象：市内学童保育指導員　　その他関心のある方
○「リーベンスキルアップ講座」　　年１回
　　対象：市内学童保育指導員、保護者、その他関心のある方

5 発展 福島と海老名の子ども交流実行委員会 2015年夏 福島と海老名の子ども交流キャンプ
○福島と海老名の子ども交流キャンプ
○2013、2014年参加者の同窓会を冬に実施

6 発展 えびなっ子わくわくフェスタ実行委員会 親子で体験！えびなっ子わくわくフェスタ
○市内の小学校の体育館など宿泊可能な施設で１泊２日のイベント。
○迷路や肝試し、炊き出し、ドラム缶風呂の体験。
○学校の体育館に泊まることで、防災キャンプを実施。

7 発展 （公社） 海老名青年会議所 わくわくキッズ！！お仕事フェスティバル

○お仕事ブースを複数（１０ブース程度）設置し、子ども達にそれぞれの仕事を体験してもらう。
○体験後は、会場内でのみ使用できる通貨を給料として支給し、買い物やゲームができるようにす
る。（簡易的なキッザニア）
○夢カードに夢を書いてもらい、５年度に自宅に届くようにする。

1 入門 特定非営利活動法人　やさしくなろうよ
身体の不自由な障がい者や高齢者のための福祉
バイオトイレカーを使用した外出時のトイレ支援啓
発活動

○えびな商工フェアでのトイレ支援啓発活動（予定）
○国分北一丁目自治会どんど焼きでのトイレ支援啓発活動（予定）

2 発展 生きがい発見塾 すてきな仲間づくり相談会

○相談会の実施（ビナレッジ・文化会館）　市民とサークルのセッション
○ミニ相談会の実施　団体ＰＲの援助
○サークル電話紹介（海老名市ボランティアバンクとの連携）
○海老名市行事への参加

3 発展
「えびなっ子わくわくフェスタ」
実行委員会

親子で体験！えびなっ子わくわくフェスタ2016
○市内の小学校の体育館など宿泊可能な施設で１泊２日のイベント。
○映画「みんなの学校」上映。
○学校の体育館に泊まることで、防災キャンプを実施。

4 発展 特定非営利活動法人　grand-mere 乳幼児親子教室
○乳幼児親子教室
４月～３月　毎週金曜日　一月約３回

5 発展 えびなパソコンサポートボランティア パソコン利用のサポート
○パソコン学習会　　毎週火曜日１３時～１８時（個別対応）
○パソコンプラザ　　毎週水曜日１０時～１６時（個別対応）

6 発展 IDEA　education（イデアエデュケーション） TAFT　camp　（タフトキャンプ）　vol,１　※中止
○アドベンチャーコース（丹沢での野外活動を通した仲間づくり）　７月　２泊３日実施
○キャリアコース（社会人として必要な基礎知識を学ぶ講座）　　 　８月　６日間（日帰り）

7 発展 NPO法人えびなの森の楽校 第１回　森の楽校　緑化フェステバル
○５月４日「みどりの日」に三日月地でゴーヤの苗の配布、野草の観察、里山クラフト、カブトムシの
幼虫さがし、ドングリクッキーの試食などのブース設置

Ｈ27

Ｈ28



実施
年度

区分 団体名 事業名 事業内容

海老名市市民活動推進補助金交付実績　

1 入門 永池川川歩きの会 永池川リバーウォチング
○ミニフォーラムを開催（４月下旬予定）
○永池川川歩きを実施（５月中旬予定）

2 入門 特定非営利活動法人海老名ガイド協会
ずっと住み続けたいまち、えびなコミュニティカレッ
ジ海老名の偉人を語る～「学者一家・大島家の人
びと」

○10月下旬～11月初旬、休日の午後。３時間予定
　講師：大島智夫氏などを予定。

3 入門 大谷四区親睦会 鯉のぼり事業 ○５月５日　鯉のぼりまつり

4 入門 男女平等市民の会・海老名
”知ることから始めませんか？LGBT（性的少数者）
のこと”
講演会

〇LGBTの当事者でもある講師を招いての講演会

5 発展 IDEA　education（イデアエデュケーション） ふぁみりーフェス vol.6
○不登校児童生徒の運営チーム参加サポート
○ママの社会参加応援講座＆交流会
○ふぁみりーフェス vol.6

6 発展 特定非営利活動法人やさしくなろうよ
身体の不自由な障がい者や高齢者のための福祉
バイオトイレカーを使用した外出時のトイレ支援啓
発活動

○「森の楽校」でのトイレ支援・啓発活動（予定）
○「イベント名未定」扇町でのトイレ支援・啓発活動（予定）
○「扇町防災フェス」でのトイレ支援・啓発活動（予定）
○「えびな商工フェア」での活動報告・啓発活動（予定）
○「イベント名未定」トイレ支援・啓発活動（予定）

7 発展 NPO法人えびなの森の楽校 第2回　森の楽校　緑化フェステバル
○５月４日「みどりの日」に三日月地でゴーヤの苗の配布、野草の観察、里山クラフト、カブトムシの
幼虫さがし、ドングリクッキーの試食などのブース設置

8 発展 『えびなっ子わくわくフェスタ』実行委員会 えびなっ子わくわくフェスタ2017
○市内の小学生の親子が参加し、防災に関するレクレーションを中心に実施し、炊き出し・学校の体
育館等に宿泊をする防災キャンプを実施。

1 入門 Piccolini
Piccoliniの「親子で気軽にコンサートシリーズ」第８
弾♪クリスマスコンサート

○親子向けクリスマスコンサートの実施

2 入門 えびなアレルギーサークル　デイジー アレルギー講習会 ○講師を呼び、アレルギー講習会を実施

3 入門 シエスタラボ
こころと脳の健康フェス～大野裕氏・澤登和夫氏を
お迎えして～

○うつ病講演会の実施
一部　大野裕氏によるうつ病講演会
二部　お昼寝コンサート
三部　パネルディスカッション（大野・澤登・藤本）

4 発展 大谷四区親睦会 鯉のぼり事業
〇休耕地を利用した鯉のぼりの設置・撤収
〇鯉のぼりまつりの実施

5 発展 （一社）海老名扇町エリアマネジメント
講演会事業（「パパのための防災講座イザ！という
時に頼れる父になる」）

〇父親向けの防災を学ぶための講演会

6 発展 それいけ！ママフェスタ実行委員会 それいけ！ママフェスタ ○地域で活躍しているママや女性を迎え、子育てママに楽しんでもらう祭りの開催

7 発展 海老名で「第九」を歌おう会実行委員会 えびなベートーヴェンコンサート第九2018 ○市民参加型の第九コンサートの実施

8 発展 ＮＰＯ法人海老名ガイド協会
ずっと住み続けたいまち、えびなコミュニティカレッ
ジ
海老名の偉人を語る～「中世武士・海老名氏」

○文化会館（小ホール）を利用しての講座開催

9 発展 ＮＰＯ法人えびなの森の楽校 第３回森の楽校　緑化フェステバル
○５月４日「みどりの日」に三日月地でイベント実施。（野草観察、里山クラフト、ドングリクッキー試
食、カブトムシ幼虫探しetc）

10 発展 福島と海老名の子ども交流実行委員会 福島と海老名の子ども交流キャンプ ○福島と海老名の子どもたちの交流キャンプ

Ｈ30

Ｈ29



実施
年度

区分 団体名 事業名 事業内容

海老名市市民活動推進補助金交付実績　

1 入門 えびなえんぴつの会 自主夜間中学「えびなえんぴつの会」 ○週２回、小中学校レベルの５教科を支援

2 入門 海老名おやじの会 大人の発達障がい啓発活動事業（勉強会）
〇過去・現在・未来の詳らかに法制度を交えながら語り、発達障がい児者の生きづらさを伝える
○発達障がいの早期理解、早期支援と自己理解についても啓発していく

3 発展 大谷四区親睦会 鯉のぼり事業 〇鯉のぼりまつりの実施

4 発展 男女平等市民の会・海老名 「映画と講演から、LGBTを学ぼう！」
○映画の上映
○講演会

5 発展 特定非営利活動法人　grand-mere 夏休み交流イベント ○「木工」「陶芸」「油絵」に関する講師を呼び、説明を行い作業を行う

6 発展 河骨保護の会 絶滅危惧の水生生物コウホネの保護・育成 〇定期的な巡回、移植した場所に看板等の設置、草刈り、ゴミ拾い等

7 発展 ほっとフェスタ実行委員会 「ほっとフェスタ2019」
○各種団体が参加し、来場者に対して暮らしを補う施設やサービスなどのご案内、生活ニーズの要
求や相談の場を提供する

1 入門 みんご倶楽部 子供食堂事業「みんご食堂」　※中止 ○食事の提供とその後の遊びの場の提供、学習支援、絵本の読み聞かせなど

2 入門
がんサロンPetit Salon＆Community Mili
Mana

がんサロン Mili Mana
○がん患者及び子育て世代に向けた講演会
〇おしゃべり会（がん患者のための情報共有及び勉強会）

3 充実 えびなアレルギーサークル　デイジー アレルギー講習会　※中止
○避難所でのアレルギーを学ぶ会
○就学前給食試食会

4 充実 自主夜間中学「えびなえんぴつの会」 自主夜間中学「えびなえんぴつの会」
○週２回、小中学校レベルの５教科を支援
○出前講座

5 自立 海老名で「第九」を歌おう会
えびなベートーヴェンコンサート 運命＆第九 2020
※中止

○市民参加型の運命＆第九コンサートの実施

6 自立 特定非営利活動法人 grand-mere 夏休み地域交流イベント ○「木工」「陶芸」「油絵」に関する講師を呼び、説明を行い作業を行う

7 自立 ほっとフェスタ実行委員会 「ほっとフェスタ２０２０」　※中止
○各種団体が参加し、来場者に対して暮らしを補う施設やサービスなどのご案内、生活ニーズの要
求や相談の場を提供する

1 入門 まなピタネット 第１回　学びのビュッフェ ○講演会、パネルトーク、各支援団体情報の発信

2 入門 えびなメサイアの会 えびなメサイアの会
○ヘンデル作曲のメサイア全曲を通じて、海老名市の音楽文化の活性化に貢献
〇演奏会で一緒に歌う人を募集し、11月に発表

3 入門 えびなユース合唱プロジェクト ユース合唱フェスティバルえびな
○合唱祭を開催し、市内で合唱活動に励む方々が団体を超えて交流することで、海老名市全体の
合唱文化や地域の活性化を目指す
○市内中高の合唱部、一般団体。来場者は市内全ての方が対象

4 充実 自主夜間中学「えびなえんぴつの会」 自主夜間中学「えびなえんぴつの会」
○毎週火曜日、小中学校レベルの５教科を支援
○出前講座
○映画会

5 自立 特定非営利活動法人おおきな木
参加協働型音楽活動ドラムサークルでつながろ
う！

○障がい者の音楽療法を実施

6 自立 男女平等市民の会・海老名
『体罰ってしつけですか？』～児童虐待を減らすた
めに、私たちに出来ること～

○児童虐待に関する講演会

7 自立 子育て応援情報「Laugh!」
海老名で子育て×ＳＤＧｓ　子どもと一緒に住み続
けたい街を目指し　ＥＢＩＮＡ子育てサポートＢＯＯ
Ｋ発行

○海老名市で子育てがしやすくなるようなフリーペーパーを発行

R3
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