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★市民活動ステップアップ講座 
 ＮＰＯ基礎講座～躍動するＮＰＯ～ 

  １０月１３日（土）１３：００～１５：３０ 

  講師 牧田実氏（福島大学教授） 

 企画団体公募「協働のまちづくり」 

  １２月開催予定 

 福島の今 福祉をみつめる～協働が生んだ市民活動事業～ 

               (パネルディスカッション） 

  １１月１７日（土） １３：３０～１５：３０ 

 コーディネーター 齋藤美佐氏 

  （ＮＰＯ法人ふくしまＮＰＯネットワークセンター常務理事） 

 パネリスト 大槻隆夫氏（ＮＰＯ法人陽だまりハウス副理事長）他 

★ＮＰＯマネジメント講座 
 助成金・補助金講座 基本編 

       ～基礎から学ぼう！資金調達術～ 

  １０月２７日（土）１３：３０～１５：３０ 

  講師 星野珙二氏（福島大学特任教授） 

 助成金・補助金講座 実践編 

   ～審査員の目線を知る！選定される申請書の虎の巻～ 

  １１月上旬予定 

  講師 認定ＮＰＯ法人日本ＮＰＯセンター  

 税務・会計講座 基本編～伝授！税務・会計のいろは～ 

  平成２５年１月１９日(土） １３：３０～１６：３０ 

  講師 安部修太郎氏（安部総合会計事務所代表取締役 税理士） 

 税務・会計講座 実務編～パソコンで学ぼう！税務・会計～ 

  平成２５年１月２５日（金）・２６日（土） 

講師 早川哲郎氏（ふくしま地域活動団体サポートセンターチーフリーダ） 

今号のおすすめ 

ふくサポでは、本の貸出も行っております。

閲覧もできます。ぜひご利用ください。 

■開館時間 

午前１０時～午後９時３０分 
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○コラム 

 「講座に行こう」 

○福島市の活動団体を訪ねる 

 第２２回 ＮＰＯ法人 ＮＰＯほうらい 

○イベント現場からレポート 

    まごころサービス福島センター 他 

○助成金・イベント情報   

○今月の図書情報 

○ふくサポ探検隊 ～にゃんこ隊長、今年度講座を紹介～ 

          

 短くも暑い夏が過ぎようとしている。実りの秋 

を迎え、ふくサポに今年も講座の季節がやっ 

てくる。ふくサポの講座は、大きく三種類。ＮＰＯ 

マネジメント講座、市民活動ステップアップ 

講座、そしてオープンセミナー（講演会）。 

今年の皮切りは、10月13日（土）、市民活動 

ステップアップ講座のうちのひとつＮＰＯ基礎講座。テーマは 

「躍動するＮＰＯ」。講師は、と、私だ。定員30名とのことなので、 

できればいますぐ、ぜひ早めのお申し込みをお勧めしたい。  

 といいたいところだが、人気があるのは会計講座などのきわめ 

て実践的な内容であり、座学やパネルディスカッションなどの講 

座は、定員にかなりの余裕を残しての開催となることが多い。 

ＮＰＯ関係者や市民活動の実践家は、あまり勉強はお好きでな 

いのかもしれない。けれども、一念発起して（まあそんなに気張 

らなくてもいいのだけれど）、講座に顔を出してみれば、けっこう 

得られるものが多いことも事実である。まず、実践家や研究者の 

話を聞くことはタメになる。自分の活動に役立つヒントもきっとあ 

るにちがいない。加えて（少人数の）講座は、人と人との出会い 

の場でもある。講師と顔がつながり、参加者同士のネットワーク 

ができあがる。市民活動を支えるのは、結局は人。人と人との 

つながりは大きな財産となる。 

 こうしたことを考えながら、今年のラインナップをながめてみる。 

この秋、講座、再発見。足をはこんでみてはどうだろう。 
 

 

ふくサポ探検隊～にゃんこ隊長、今年度講座を紹介～ 

        

         「講座に行こう」 
 
 

（福島大学人間発達文化学類 教授／ 

  ＮＰＯ法人 ふくしまＮＰＯネットワークセンター常務理事 牧田実） 

 

編集後記 
  

  ８月は、お盆です。お盆には色々な
由来がありますが、中にはこんなお話も・・・。昔、

働き者で心の優しい男が母を亡くし、母が恋しく

て仕方がありません。お釈迦様に母に会いたいと

相談しすると、天国を探すことができました。が、

母はいません。母は生前息子には優しかったの

ですが、外では悪行を行っていたのです。「あの

優しかった母がまさか地獄に・・・？」信じられな

い思いで地獄を探すと荒れ果てた荒野をボロボ

ロの身なりで母が歩いているではありませんか。

ひどくお腹をすかせています。急いで食べ物を与

えても母には食べ物が見えません。お釈迦様は

語りました。「竹の下に食べ物を置けば母に食べ

物を与えることができるだろう。」と。青年は母に

食べ物をあげることができました。その日が７月 

１５日、旧暦のお盆だそうです。ふくサポにお盆

はありませんでしたが、日本の伝統は大切にした

いものです。          内山、桜井、遠藤 
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★オープンセミナー(講演会） 
 変わりゆく福島 

～ニーズと支援・市民活動の成長～ 

  （パネルディスカッション） 

平成２５年２月１６日（土） 

   １３：３０～１５：３０ 

コーディネーター 

  清水修二氏（福島大学教授） 

パネリスト 深田俊雄氏 

      （チョコラボチーフ）他 

会場はすべて福島
市市民活動サポー
トセンター会議室
になります。 

ス タ ッフ 紹介 
ふくサポ！ 

斎藤康子 

遠藤富美子 

情報ファイリングなど、市民活動

情報の管理を担当する彼女は、手

先が器用で、「消しゴムはんこ」

の先生という別の顔も持つ。持ち

前のセンスでロビーのかざりに一

役かうことも・・・。また、東方

神起の大ファンという一面も。 

助成金情報担当で、大の猫好きな

彼女は、竹をわったような性格の

持ち主。情に厚く、熱い女だ。ロ

ンドンオリンピックの応援はもち

ろんのこと、助成金情報を探して

どこまでも・・・？！彼

女の努力の結果がふくサ

ポ館内で確認できる！！ 

オススメ本① 

Ｐ・Ｆ・ドラッカー 著 

  「非営利組織の経営」 

図 書 案 内 

「もしドラ」で若い世代にも注目さ

れ、経営の父とも言われるドラッカー

が非営利組織の世界にも提言。経営の

父が考えるＮＰＯの世界とは？ 

オススメ本② 

 日本ファンドレイジング協会 編集 

    「寄付白書２０１１」 

昨年の東日本大震災により急激に増加した

寄付。注目のファンドレイジングの知識を

網羅し、２０１１年の寄付状況をこの１冊

に！現代日本の寄付状況を知る、ＮＰＯ活

動にはなくてはならない１冊です。 

今年度講座の 

福島市市民活動サポートセンター通信 

発行日：２０１２年８月３１日 

編集：特定非営利活動法人 

ふくしまNPOネットワークセンター 

発行：福島市市民活動 
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ふくサポとは･･･ 
・市民活動やボランティアの情報
を提供しています。 
・市民活動やボランティアに関す
るご相談にお答えします。 
・登録制のレターケースや印刷
スペース、打ち合わせができるス
ペース等をご用意しております。 
 なお、ふくサポの運営は福島市
から委託を受けたNPO法人ふくし
まNPOネットワークセンターが行っ
ています。 
 

２０１２年 ８・９ 月号 

◇JR福島駅から徒歩８分。当サポートセ

ンターには駐車場はありませんので、車

でお越しの節は、周辺駐車場をご利用く

ださるようお願いいたします。 

ふくサポの 

連絡先は 

こちらから 

も くじ 

ご案内 

２ コラム 
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サポワン 

 

 ８月６日（月）福島市市民活動サポートセ

ンター会議室において、ふくしま復興塾「福

島の復興支援活動を可視化しよう」が行われ

た。（主催 ＮＰＯ法人市民公益活動パート

ナーズ）この会は福島県の復興支援活動の中

間支援団体や学生など約４０名が集まり、復

興支援活動及び団体の現状の把握・可視化

と、情報の集約方法など中間組織の課題が話 

 し合われた。参加者はこ 

 の場を交流や情報交換の 

 機会にし、有意義な時間 

 を過ごした。 

 なお、この会は今後 

 継続して行う予定だ。 

遠藤スタッフ 

 ７月１６日(月)、アオウゼにおいて、ルワンダＤＡＹ ｉｎ ふくしまが

開催された。(主催 ＮＰＯ法人ルワンダの教育を考える会) １年に一

度、会の活動の様子を紹介するイベントで、第１部では、理事長のカンベ

ンガ・マリールイズさんが講演を行った。出会いの大切さについて語り、

出会って、つながっていくことで大きな力が生まれていくと述べた。ルワ

ンダでの活動の様子とともに、東日本大震災後の会の取り組みも紹介し

た。第２部では、夫婦二人だけで活動している劇団「赤いトマト」の楽し

い人形劇が行われ、会場は笑いに包まれた。 

 ８月２日（木）福島市市民活動サポートセン

ター会議室において、いっぺん聞いとこ講座「改

正ＮＰＯ法のツボ」が行われた。（主催 ＮＰＯ

法人市民公益活動パートナーズ）これはＮＰＯ法

の改正に伴い、所轄庁である福島県文化スポーツ

局文化振興課の藤田真由美氏、福島地方法務局法

人登記部門の登記官 大和田正人氏が講師として 

 説明を行った。今年４月からの施行で、多くの 

 説明会が行われているが、 

 なかなかポイントをついた 

 説明会は少ない。参加者は 

 わかりやすい説明に熱心に 

 耳を傾けていた。 

設立当初からふくサポに

はおりますが、今回初め

ての取材となりました。 

夏真っ盛りの８月。太陽のひざしにも負けない熱いこころ

ざしで頑張るＮＰＯほうらいの皆さんをご紹介しま
す！！ 

みんなで力をあわせ

た福島魂が息づいて

いる活動はすごい！

の一言です。  
 ７月１４日(土)こむこむわいわいホールにお

いて、福島の子どもの夢プロジェクト「みん

なで創ろう！！子どもが育つ地域社会」が開

催された。(NPO法人まごころサービス福島セ

ンター主催)子どもの文化研究所所長で、とん

でったバナナや未来少年コナンを作詞した片

岡 輝 氏が基調講演を行い、地域社会や大人

の役割などについて語った。続いて行われ

た、福島大学行政政策学類教授 鈴木典夫 氏

による分科会では、参

加した子どもも大人も

意見を出し合い、会場

一体となって、夢のあ

る地域社会について語

り合った。 

（上写真）講演を行う片岡氏 

２２回目 ＮＰＯ法人 ＮＰＯほうらい 
 

代表者：理事長 小林 義明 氏  

活動歴：平成２１年３月にＮＰＯ法人化して 

    今年で４年目となる。 

活動内容： 高度経済成長期、日本では、都市部で増加の一途をたど 

  る人口・世帯の受け皿として、郊外での団地造成が、盛んに行な 

  われた。蓬莱団地もその一つと言えよう。現在、こういった郊外 

  団地の多くは、住民の少子高齢化、学校の過疎化や商店の衰退な 

  ど様々な生活上の問題を抱えている。「住民のライフスタイルや 

  「まち」が変わりつつある今、住民自身が、地域の将来全体を見 

  通した「まちづくり」の主役になることが求められている。」と 

  設立されたNPOほうらいでは、現在、「健康講座を開催するなど 

  の葛尾村との交流事業」や「厚生労働省から講師を招いて講演会イベントを行なうなどの高 

  齢者支援事業」などの活動が行なわれている。 

   昨年の東日本大震災発生時には、救援物資支援活動も行なわれた。この流れを受けて、震 

  災以降、「放射能をぶっ飛ばせプロジェクト」を開始。福島市南部地域農家の風評被害対策 

  として、農家が所有している田畑での放射能自主モニタリングや休耕地を 利用した菜種・ひ 

  まわり・ゼオライトなどによる除染技術実証実験もおこなっている。これによって、安全が担 

  保された休耕地を避難されている農家の方に提供しようと考えている。今後は南部地域の農 

  作物や加工品を放射能測定器により測定し安全の確保を行うと同時に、基準値を下回った作 

  物を農家の方々が販売する場として、『軽トラ市』を開催する予定だ。その他、飯館村仮説 

  住宅間をつなぐコミュニティバス「くるくる」の運用も行っており、移動手段のない高齢者 

  の生活の足となっているバスの待合所はお茶のみサロンとしても、活用されている。 

  また、ＮＰＯほうらいでは、団体の連携による活動も進めてい 

  る。原発事故で避難を余儀なくされた町や村の女性農業者が 

  故郷の味をＰＲしようと活動している「かーちゃんの力・プ 

  ロジェクト」と連携し、蓬莱地区や仮設住宅の高齢者の介 

  護予防・疾病予防のための運動教室などの「運動」と健康弁 

  当の「栄養」の複合サービスの提供をしようとしている。 

  こういった様々な活動をとおして、大忙しの彼らがめざす 

  「まちづくり」が福島の復興の大きな一歩となり、明日の力 

  になる。                 

                        （取材 内山愛美） 

イベント現場からレポートイベント現場からレポート  

ルワンダＤＡＹ ｉｎ ふくしま 

みんなで創ろう！！ 

子どもが育つ地域社会 

ふくしま復興塾ｖｏｌ．８ 

「福島の復興支援活動を可視化しよう」 

いっぺん聞いとこ「改正ＮＰＯ法のツボ」 

（上写真）ユーモアをたっぷり交えて   

      語る大橋社長 

コラボ☆ふくしま 

（上写真）プレゼンをする参加者 

（上写真）総評をする 

      牧田実審査委員長 

          ６月３０日（土）午後１時３０分から福島市役所 

           会議室において平成２４年度ふくしま協働のまちづ 

くり事業＜コラボ☆ふくしま＞公開審査会が開催された。参加申請のあった 

５団体からプレゼンテーション受け、審査を行った結果、①ＮＰＯ法人福島 

 ライフエイド『福島市と自主避難先を結ぶフ 

 リーペーパー事業』 ②ははのわ『地域の遊び 

 場線量マップ作成』 ③福の鳥プロジェクト 

 『文化交流子どもたちの安心安全チャリティイ 

 ベント』 ④ＮＰＯ法人くらそうねット『わく 

 わくする未来を！～みんなで復興まちづくり支援～』 

 の４団体が補助交付事業として決定された。決定され 

 た団体はこれから、市役所の担当課と協働で事業を進めることになる。来年 

             は応募してはどうでしょう。  

（下写真） 

 葛尾村との交流 

（上写真）バス待合所 

（上写真）映像とともに活動の様子 

    を紹介するマリールイズさん 

講演会「苦しいからこそ人生を楽しく生きよう！」 

 ７月１４日(土) 福島市市民会館において、生と

死を考える福島の会 第１回定例会の講演会が開

催された。講師は、銀嶺食品工業(株)代表取締役

社長 大橋雄二 氏。大橋氏は、血友病や左足の切

断などの想像を絶する苦難と真正面から向き合

い、明るく前向きに生きてこられた方だ。 

「多くの人の役に立つ生き方も素晴らしいが、自

分を思ってくれるたった一人のだれかのために懸

命に生きることもとても素晴らしいことだ」な

ど、これまでの自身の経験や出会ってきた人々か

ら学んだ、いかに生きるかについてを熱く語っ

た。ユーモアもたっぷり

交えて語り、会場は、笑

いがあふれていた。参加

者は、これからの生き方

について、たくさんのヒ

ントを得たようだ。 
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   第７回「みどり香るまちづくり」企画コンテスト 
 

〈募集企画要件〉かおりの樹木・宿根草・その他の草花を

用いた、街区・近郊地区等の「みどり香るまちづくり」を演

出する企画 

〈表彰〉環境大臣賞…表彰状、副賞として企画に応じた

かおりの樹木・宿根草・その他の草花の苗木・苗を原則と

してすべて提供   協会賞、入賞…表彰状、副賞として

企画に応じたかおりの樹木・宿根草・その他の草花の苗

木・苗の一部を提供 

〈応募締切〉平成２４年１０月３１日（水） 

〈お問合せ先〉環境省水・大気環境局大気生活環境室 

         担当：栁、山根  電話 ０３－５５２１－８２９９ 

 

メジャーリーグ公演 「白石加代子 百物語」     
  

  朱川 湊人「栞の恋」 

   宮部みゆき「小袖の手」 
 

よっ！ 待ってました。何年越しかで実現する福島公演。

選りすぐりの２つのお話は、語りの面白さが存分に味わえま

す。声色と表情の多彩さに驚きながら話に引き込まれるス

テージを存分にお楽しみ下さい！  

 

〈場所〉福島テルサＦＴホール 

〈日時〉９月１４日（金）１８：４５～ １５日（土）１４：００～     

     １７日（月祝）１４：００～ １８日（火）１４：００～                       

〈費用〉入会金１０００円  

     月会費（一般２４００円 大学生１５００円 

                 高校生以下５００円）         

〈お問合せ先〉福島演劇鑑賞会 

          ＴＥＬ ０２４－５２３－３８３６  

 

成年後見に関する「定期相談会」 
 

〈日時〉毎月第１土曜日 １４：００～１６：００ 

    （９月１日・１０月６日・１１月３日） 

〈場所〉福島市市民活動サポートセンター 
    （チェンバおおまち３Ｆ、東邦銀行本店前） 

〈内容〉成年後見に関する事項 

    （申立て手続き含む） 

〈相談者〉専門相談員 

      （専門研修を修了した者） 

〈申込〉原則予約（当日も可） 

           …電話又はファックスで 

〈お問合せ先〉特定非営利活動法人 

         ふくしま成年後見センター 

        ＴＥＬ/ＦＡＸ ０２４－５３５－５４５１ 

  ～考えてみませんか？安心できる今日・明日～ 
   ◎成年後見制度 説明会 

   ◎後見に関する個別相談会 
 

   高齢期を迎えた方が、最後まで安心して自分らしく 

  生活をおくれるよう手助けをしてくれるこの制度を、 

   わかりやすく説明いたします 
 

〈日時〉毎月第２木曜日 

    （９月１３日・１０月１１日・１１月８日） 

    １０：００～１１：３０  １８：３０～２０：００ 
    ＊夜の部は偶数月のみの開催 

〈場所〉福島市中央学習センター 

〈参加費〉無料（資料代３００円） 

〈お問合せ先〉 

    ＮＰＯ法人 市民後見サポートの会 

    ＴＥＬ /ＦＡＸ ０２４－５２２－１４２６ 

環境フォーラム うつくしまＥＭパラダイス 
～世界の事例から学ぶ災害復興～ 

 

ＥＭという沖縄で生まれた微生物技術が、昨年の東日

本大震災の被災地や大洪水に見舞われたタイ王国で

活用されています。福島でも震災以前の環境を取り戻

そうと多くの方に活用されています。このフォーラムで

は、これらの県内の事例をはじめ海外の事例や研究成

果を紹介すると共に、開発者の比嘉照夫教授に講演

いただき、ＥＭ技術の可能性を広くご紹介します。 
 

〈日時〉１０月８日（月・体育の日） 

     １２：００開場  １３：００開演  １７：３０終演  

〈場所〉二本松市民会館 TEL ０２４３－２３－５１２１  

〈参加費〉無料   〈定員〉１２００名（事前申込制） 
  ※氏名、住所、電話番号、参加人数を記入して、ＦＡＸ 

    にてお申込みください。 

〈お問合せ先〉ＮＰＯ法人地球環境・共生ネットワーク 

   ＴＥＬ ０３－５４２７－２３４８ ＦＡＸ ０３－５４２７－５８９０ 

 第５５回ふれあいバザー開催 
 

障がい者の自立と社会参加を目的に地域との交流を

はかり、合わせて障がい者福祉の増進に寄与するため

の開催となります。 
   

〈日時〉９月１５日（土） １１：００～１５：００ 

       １６日（日） １０：００～１３：００ 

〈場所〉福島市新浜公園   

 ○オリジナル手工芸品、衣料(紳士・婦人・子供) 

   日用・雑貨（新品・リサイクルなど）、古本・コ  

   ミック本などの販売を行います。 
 

 ＊当日にボランティアでバザーのお手伝いをし 

   ていただける方を募集しています。 
 

〈お問合せ先〉 ＮＰＯ法人 生きる 

    ＴＥＬ ０２４－５２３－３８５３（９：３０～１６：３０） 

    携帯 ０９０－７０６９－８３４５（９：３０～１６：３０） 

※詳しい情報はふくサポホーム

ページもしくはふくサポ館内に掲

示してあります 

（担当：桜井千鶴子） 
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（担当：桜井千鶴子） 

             ～社会的企業の就労と起業をめざす研修生募集～ 

地域で役立つお仕事にチャレンジしよう！ 
   

 コミュニケーションの基本、充実した内容のパソコン講習（ワード、エクセ  

 ル、パワーポイント、ブログ、フェイスブックなど）、チラシ・ポップの作り方、  

 事業計画書の作成などを学びませんか。 
   

  〈研修期間〉平成２４年９月１８日（火）～１０月２７日（土）  

          平日 ９：３０～１６：３０  土曜 ９：３０～１２：３０  

  〈受講料〉無料   〈定員〉１５名 （定員になり次第締切り） 

  〈お問合せ先〉内閣府復興支援型地域社会雇用創造事業  

           新たな一歩プロジェクト 福島市事務局 

           認定ＮＰＯ法人 ふくしまＮＰＯネットワークセンター分室 

           チョコラボ  ＴＥＬ ０２４－５７３－１９７０ 

  全国一斉一日ボランティアデー 第４回 Ｍａｋｅ ａ ＣＨＡＮＧＥ Ｄａｙ  
 

〈開催趣旨〉毎年１０月の第４土曜日（今年は１０月２７日）をシンボル日として、

普段活動している活動や新たに取り組む活動などをデータベースにし、ボラ

ンティア活動がより身近に感じてもらえるよう、ホームページなどを通じて公

開、日本のボランティア活動を発展させていくことをねらいとしています。 

〈参加対象〉家族、学校、団体（NPO、地域コミュニティー団体等）、職場など

の２名以上で実施するボランティア活動。グループ間の協働参加も可。 

〈賞〉提出いただいた活動レポートを審査して表彰活動を選考。表彰活動に 

   選考された受賞者には賞状、活動支援金、記念品等を贈呈。 

〈登録申請締切〉平成２４年１１月１６日（金） 

〈お問合せ先〉特定非営利活動法人 愛・地球博ボランティアセンター内 

         Ｍａｋｅ ａ CHANGE Dａｙ 実行委員会  電話 ０５２-２１８-７３５０ 

２０１２年度“こころを育む活動”募集    
 

〈対象〉団体または個人が行う子どもたちの“こころを育む

活動”で、下記「３つの工夫」のいずれかが認められること 

 【進める工夫】  【広げる工夫】  【続ける工夫】 

〈表彰〉団体の部 全国大賞…表彰状・楯・賞金１００万円 

            ブロック大賞…表彰状・楯・賞金３０万円       

            奨励賞…表彰状・記念品 

      個人の部 個人賞…表彰状、記念品  

            奨励賞…表彰状、記念品 

〈応募締切〉平成２４年９月２８日（金） 

〈お問合せ先〉公益財団法人 パナソニック教育財団内 

    「こころを育む総合フォーラム」全国運動 事務局 

                    電話 ０３-５５２１-６１００ 

第１６回地球倫理推進賞 
 

 

〈対象〉当該の活動が営利を目的とせず、５年以上継 

     続し、教育・文化・医療・環境・人道支援・地域 

     開発などの分野において、地球倫理の推進に 

     貢献している団体 

〈応募部門〉（1）国際活動部門  （２）国内活動部門 

〈表彰〉各部門賞状並びに副賞100万円併せて文部科 

     学大臣賞を授与 

〈応募締切〉平成２４年９月２８日（金） 

〈お問合せ先〉 

  社団法人倫理研究所 「地球倫理推進賞」事務局  

                  電話 ０３-３２６４-２２５１ 

第８回ＴＯＴＯ水環境基金      
 

〈対象〉地域の水と暮らしの関係の再生または新しい 

     文化の実現に向けた実践活動。地域の水と  

     暮らしの関係についての調査研究活動 

<助成金額>助成総額 約1,000万円予定 

        助成件数 １５件程度を予定 

〈応募締切〉平成２４年９月３０日（日）       

〈お問合せ先>ＴＯＴＯ株式会社 総務部  

         ＴＯＴＯ水環境基金事務局   

                担当：宗、曾根﨑        

             電話 ０９３－９５１－２２２４ 

「認知症に関する定例のつどい・相談会」 
 

こんな症状のとき、どう接すればいいの？ 

介護がつらい、話を聞いてほしい等… 
 

〈日時〉毎月第２日曜日 １３：３０～１５：３０ 

〈場所〉９月９日…特養ホーム はなしのぶ 研修室 

        １０月１４日…福島市保健福祉センター 

        １１月１１日…福島市保健福祉センター 

〈参加費〉無料 
 

相談会（つどい）では「ああ、自分だけではないんだ」と

思い、そうすると気持ちが軽くなって、生きること、介護

することへの勇気がわいてきます。他の方の知恵や工

夫を知り、情報も交換できます。 
 

〈お問合せ先〉公益社団法人  

         認知症の人と家族の会福島地区会 

         代表世話人  井桁  

          ＴＥＬ/ＦＡＸ ０２４－５２２－７８８６ 


