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この１年を振り返って

代表理事 ⾼城芳之

今年も皆さんの応援で、無事に1年活動できました。
いつもありがとうございます！

この１年を振り返ると新型コロナウイルスの感染拡⼤で、
暮らしぶりが⼤きく変わりました。

学⽣たちも⼤学のオンライン授業や⾃粛に⼤きな影響を受け、
僕らの活動も今ままでのように集まることもできなくなりました。

事業が減り、経営的にも⾮常に苦しい１年でしたが、
それでも今できることはなにか、⽇々変化する中で考え、動いていく期間でもありました。

4⽉の早い段階で神奈川⼤学⼭岡ゼミの皆さん・認定NPO法⼈びーのびーのさんと連携し、
学⽣と⼦どもたちのオンライン交流会を開催することができたこと、
NPOインターンシップも団体の協⼒を得て、リアルな活動ができたことは
コロナ禍での⼤きな⼀歩でした。

そして、年度末の３⽉にはボランタリー奨励賞も受賞。
こうして活動ができたのもこれまでの積み重ねと
今の活動があったからで全ての皆様に感謝しています。

2021年度も皆さんとのつながりを⼤事に、
⼀歩⼀歩踏みしめて活動していきます。よろしくお願いします。

令和2年度の神奈川県ボランタリー活動奨励賞を
受賞しました。僕らのつなぐ活動はすぐに成果が
⾒えないもの多い地道な活動ですので、評価いた
だけたことは本当に嬉しいですし、ご協⼒あって
の活動なのでいつも⽀えてくださる皆さんには本
当に感謝です。
奨励賞はもっとがんばれって賞ですので、引き続
き全⼒で⽬の前のことに取り組んでいこうと思い
ます！

神奈川県ボランタリー活動奨励賞を受賞
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2020年度活動⼀覧

・NPOとのお⾒合い会(NPOインターンシップ) 
・第1回インターンシップラボ勉強会
・かながわユースフォーラム

・NPOインターンシップ事前研修会
・第2回インターンシップラボ勉強会
・アクションフォーラム

・インターンシップの活動が各団体でスタート
・第3回インターンシップラボ勉強会

・NPOインターンシップラボシンポジウム2020
・ツナカンハウス

・YAP10周年企画【第1弾】
・横浜中華街発展会さん主催ライフキャリアセミナー
・ヤマト福祉財団助成⾦企画 計2回
・短期インターン成果報告会
・サコメシ

・YAP10周年企画【第2弾】
・サンタプロジェクト企画会議

・アクションフォーラム
・泉区地域協議会
・横浜サンタプロジェクト
・横浜アクションアワード オンライン審査

・横浜アクションアワード公開プレゼンテーション
・さこらぼ活動報告会
・⻑期インターン成果報告会
・「Accent 若者をつなぎまちを盛り上げるツボ」を発⾏

↑ 他団体との交流

↑ サンタプロジェクト

↑ 短期インターン報告会

↑ 横浜アクションアワード

・学⽣と⼦どもたちのオンライン交流会スタート
・役員コラムをスタート
・横浜アクションプランナーキックオフ会議

・サコラボ定例会がスタート（毎⽉１回）
・NPOインターンシップラボシンポジウム実⾏委員会が結成

・神奈川県ボランタリー活動奨励賞受賞式
・４年⽣送り出しパーティ
・NPOインターンシップラボ勉強会
・「ハマでハマるアクション！」リリース
・さこらぼ勉強会を開催

↑ ４年⽣送り出しパーティ

・パブコメ交流会＠オンライン
・サンタプロジェクト活動報告会

２

↑泉区地域協議会登壇



協賛賞

2020年度活動報告

３

学⽣と⼦どもたちの交流会

緊急事態宣⾔が出てしまい、⼈と⼈とのリアルなつながり作りづらい中、アクションポートとして何かできないかと思
い、いつもお世話になっている認定NPO法⼈びーのびーのさん、神奈川⼤学⼭岡ゼミの皆さんに声をかけさせてもら
い、始まったオンライン交流会。
回を増すごとに関係性も構築され、とても良い雰囲気で学⽣たちと⼦どもたちがつながることができ、あたたかな場を
作ることができました。
始めた当初はまだこうしたオンラインでの場は珍しく、僕らも⼿探りでしたが、メディアにも取り上げられ、他団体に
も参考になったという声をいただくことができました。

最初は皆に喜んでもらえる会にできるか、少し不安もあった
のですが、⼦ども達の楽しむ⼒•学ぶ⼒や私達を繋いで下さ
った⼤⼈の⽅々の温かい応援、学⽣仲間の協⼒のおかげで、
本当に笑顔の溢れる会になりました。⼈と⼈とが物理的に
は触れ合いにくいこのコロナ禍の中でしたが、⼼で繋がり
合うことの嬉しさ、温かさ、助け合いの⼼の⼤切さを
改めて実感できました。（神奈川⼤学4年 加藤美紀さん）

「今こそ何かできないか！」の思いだけで学⽣も⼦ども
達も、その間を繋ぐ私達も、ぶっつけ本番のオンライン
交流会が始まりました。みんな、繋がりたい気持ちは⼀
緒。その⼀⼼はお互いを思いやりながら、表現する⼒、
楽しむ⼒を育み、オンラインによる代替え的な活動を超
えた新たな価値を創出したと感じています。
（認定NPO法⼈びーのびーの 舘裕⾹さん）

オンラインでの交流企画

◯パブコメ交流会＠オンライン

横浜市男⼥共同参画推進課の皆様に
第５次横浜市男⼥共同参画⾏動計画素案の
説明をいただき、学⽣たちで意⾒交換しました。



ヤマト福祉財団助成⾦企画

若者と福祉NPOのマッチングを促すためにヒアリング、マッチング実践、WEBや冊⼦による発信の３つのステ
ップでより多くの若者と福祉NPOがマッチングできる啓発普及をしました。新型コロナウィルスの影響で、当
初の予定を⼤幅に変えて実施することになりましたが、新たなスタイルの活動に繋げることが出来ました。

◯「オンラインで福祉とつながろう！」企画

オンラインで福祉施設とつながり、交流企画を実施しました。
10⽉7⽇（⽔）10:00-11:00 認定NPO法⼈スマイルオブキッズ
10⽉21⽇（⽉）15:45-16:45、10⽉26⽇（⽉）15:45-16:45 障害者⾃⽴⽣活センターIL・NEXT

◯Accent若者をつなぎまちを盛り上げるツボを発⾏

若者が地域の皆さんとともに地域活性化に取り組む事例を元にノウハウをまとめました。

◯⼤学⽣・若⼿社会⼈向け NPOのボランティア募集サイト「ハマでハマるアクション！」を作成しました

▲こちらからサイトをご覧ください👀

▲こちらからダウンロード可能です

2020年は、新型コロナウイルスの影響を受け、対⾯での交流が社会全体として⼤きく制限
された年となりました…。そんな中、普段は別の地区で活動する「若者と地域をつなぐ」
活動をしている３団体が「世代を越えたつながりを諦めない」「“今”だから出来ることを
やろう」と集まり、3団体の体験や若者と地域をつなぎ続けるツボを1冊の冊⼦にジュっと
濃縮！（きっと新型コロナウイルスが収まった時には、たくさんのまちで⼤活躍してくれ
る冊⼦になると信じて…）冊⼦の⾒どころは、【学⽣視点】【フローチャート】
是⾮、⼿に取って⾒て下さい！読み物としても⾯⽩いです。

六⾓橋地域ケアプラザ原島隆⾏さん

４



横浜アクションアワード

2年⽬の横浜アクションアワードは新型コロナウイルスの
影響によりオンライン開催となりました。
昨年とは異なり１，２次審査を設け団体のプレゼン内容や
課題をブラッシュアップする機会、団体の活動充実を図る
サポートメニューを設けました。

【受賞団体】

協賛賞

⼤賞

協賛賞

協賛賞

【実施内容】
○⼀次オンライン審査
⽇時：12⽉26⽇(⼟)14:00〜16:30 /会場：オンライン開催

○公開プレゼンテーション
⽇時 :2⽉13⽇(⼟) 13:00〜17:00
会場 : オンライン開催（審査員のみ会場に集まり審査）
参加者数 : 83名
（⼀般 33名、発表団体 31名、審査員・スタッフ 19名）

本年は新型コロナウィルスの影響で例年のように集まっての活動
はできませんでしたが、つながりを途切れさせないをテーマにSNS
での活動共有をはじめとしたできる範囲での活動を⾏いました。

横浜サンタプロジェクト 【実施内容】
活動期間：2020年12⽉1⽇〜12⽉20⽇

訪問サンタ：３社のサンタたちがこれまで
関わりがあった施設に

プレゼントやDVDを送りました！
清掃サンタ：今年は59名のサンタの参加があ

りました！集まっての清掃は出
来ませんでしたが、それぞれで
清掃活動をし横浜のまちにキレ
イをプレゼントしました。

▲サンタプロジェクト2020の報告書
是⾮ご覧ください！

今年は学童の⼦どもたちとの交流を
メインに活動を⾏いました。そのお
かげで、⼦どもたちとの触れ合いの
時間が増え、⼀昨年よりも濃密な時
間を過ごすことができました。規模
を縮⼩しても参加者全員が⼼から楽
しめる会を実現できたことが、今年
の⼤きな収穫だと思います。

サンタプロジェクトチーム学⽣
堀越真樹⼦さん

アワードに出場したことで多くの皆さんに活動を
認知していただき⼤変喜ばしく思います。参加団
体の皆さんの活動も素晴らしく圧倒されました。
この度は特別な賞をいただき光栄に思います。あ
りがとうございました。
⼤賞団体：ゆうやけプロジェクト⼀同

← アワードの概要はこちらから！

５



NPOインターンシップ

NPOインターンシップラボ

県内⼤学と連携を図り、学⽣がNPOで
⼀定期間インターンシップ活動を実施。
今年度は新型コロナウィルスの影響で
プログラムをオンライン化するなど変
更しての実施となりましたが、NPOの
皆さんのご協⼒で無事実施することが
できました。

【プログラム】

・NPOとのお⾒合い会：6⽉6⽇(⼟)
14：00−16：00@オンライン

・事前研修会：7⽉4⽇(⼟)
14：00−16：00＠オンライン

・短期インターン成果報告会: 10⽉24⽇(⼟)
14:00〜17:00@オンライン

・短期インターン報告会(明学)：12⽉18⽇(⾦)
11:25〜12:55@オンライン

・⻑期インターン成果報告会：2⽉24⽇(⽔)
14:00-16:00@オンライン

NPOインターンシップを運営している団体やこれか
ら運営したい団体が集まり、トヨタ財団様の助成を⽀
えに”NPOインターンシップラボ”というネットワーク
組織を運営しました。

【実施内容】
・シンポジウム2020「若者と地域のつながりをあきらめない」の開催
⽇時：2020年 9⽉19⽇（⼟）13:00〜15:30 9⽉20⽇（⽇）13:00〜17:00
会場：zoomにてオンライン開催 参加者：83名

・事例集の作成
全国各地のNPOインターンシッププログラムをまとめました。
その数は8都市11事例。NPOインターンシップの基礎知識から
それぞれの事例の特徴についても解説しています。是⾮ご覧ください！ →

・勉強会（オンライン上）の開催（全４回）
⽇時：6/10(⽔)事例：チャレンジインターンシップ（福島県）
⽇時：7/8(⽔）事例：NPOインターンシップ（札幌市）、

たかはら⼦ども未来基⾦（学⽣インターン部⾨）（栃⽊県）
⽇時：8/26(⽔)
事例：地域でつながるワカモノ×NPOインターンシップ（神奈川県藤沢市）、

ESD学⽣インターンシップ（岡⼭県岡⼭市）
⽇時：3/10(⽔) 事例：町⽥市地域活動サポートオフィス

▲NPOインターン報告書

インターン⽣の活動⾵景や
インタビューを掲載しています。
是⾮ご覧ください！

▲NPOインターンシップラボ
シンポジウム2020報告書

2⽇間の熱いシンポジウムの
エッセンスが詰まっています。
是⾮ご覧ください！

参加学⽣⼈数：46名（うち⻑期12名）
参加⼤学：11⼤学
参加NPO:26団体

●NPOインターンシップ継続のための寄付集め
寄付総額 24.3万円
寄付者⼈数 18⼈ 協賛団体 1団体

６



サコラボ

今年度も旭区役所、UR都市機構からの相談で、左
近⼭団地に住み込みで地域に関わる⼤学⽣の活動⽀
援に携わりました。新型コロナウィルスの影響でオ
ンラインでの開催がメインとなった定例会議でのフ
ァシリテート、商店街イベント「サコメシ」の運営
サポートに加え、朝⽇新聞の記者で学⽣時代に兵庫
県明舞団地で住み込みをしながら活動していた岩本
⽒に当時の活動の紹介をしてもらい、学⽣と意⾒交
換を⾏いました。

〇「すべて⾒せます！コーディネーターのお仕事！」
12⽉16⽇（⽔）
19:00-21:00＠オンライン

アクションフォーラムの開催

横浜エリアを中⼼としたさまざまな領域の市⺠活動等に関わっている当事者から、それぞれの⽴場や経験を
踏まえて、地域づくりに資する情報や知⾒を提供いただくセミナーをオンラインで開催しました。

〇「コロナ危機における若者×地域活動」
7⽉31⽇（⾦）
19:00-21:00 ＠オンライン

○定例会議でのファシリテート

○勉強会の開催

○イベントの運営サポート

・サコメシ 10/31（⼟）12/5（⼟）2/27（⼟）
・活動報告会 2/23（祝⽕)

７



企画協⼒

10/14 横浜中華街発展会主催ライフキャリアセミナー
10/21 横浜⻄ロータリークラブ例会
12/10 横浜市泉区役所地域協議会「多世代で考えるこれからの地域活動とオンラインの可能性」
3/17 横浜NGOネットワーク主催『SDGsミニ勉強会「若者によるまちづくりとSDGs」』

かながわユースフォーラム2020（神奈川⼤学主催）への参加・協⼒

講演等

メディア等掲載
・5⽉11⽇ 神奈川新聞掲載
・5⽉13⽇ フジテレビ「とくダネ！」で紹介
・6⽉4⽇ タウンニュース港北区版に掲載
・1⽉14⽇ タウンニュース泉区区版に掲載
・3⽉3⽇ 朝⽇新聞の神奈川地域欄「元気のひけつ」掲載
・3⽉18⽇ タウンニュース中区⻄区版に掲載
・3⽉25⽇ タウンニュース中区⻄区版に掲載
・旭区のホームページ掲載
・神奈川⼤学のホームページに掲載

3名のインターン⽣が来てくれて活躍をしてくれました。
加藤優花（明治学院⼤学）、根本美玖（明治学院⼤学）、吉澤菜々⾳（明治学院⼤学）

2020年度のインターン⽣

半年間の⻑期のインターンは⾃分にとっては新鮮な最⾼の経験で、
学⽣のうちにこのような経験を積ませていただけた事に感謝してい
ます。
また、地域の⽅々の暖かさに触れる事もできたのでインターンが終
わっても、地域交流や社会貢献活動へ積極的に参加していきたいと
思います。インターンを⽀えてくださった皆様、本当にありがとう
ございました！ 加藤優花さん

８



発⾏⽉ 2020年3⽉
発⾏元 NPO法⼈アクションポート横浜
作成 2020年度学⽣スタッフ 細野瑞希
URL          https://actionport-yokohama.org

アクションポート横浜


