
チ ェ ン バ 

お お ま ち ３ 階    

「復興チャリティー東北祭り写真展」                                                     
 

東北のアマチュアカメラマンが撮影した、東北の祭り

の写真展です。各地のいろいろな祭りの様子がご覧い

ただけます。 
  

 日時 １１月１８日（日）～２５日（日） １０：００～２１：３０                 

     ＊２０日（火）は休館日 
  

 お問合せ先：福島県民俗芸能文化写真映像協会 

      ＴＥＬ ０８０－６０２７－９７８５ 

■開館時間 

午前１０時～午後９時３０分 
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    ○コラム 

     「ＮＰＯで起業する」 

    ○福島市の活動団体を訪ねる 

   第２３回 生と死を考える福島の会 

○イベント現場からレポート 

  「子どもたちの復興にむけてみんなで考える」 他 

○助成金・イベント情報   

○講座報告＋予定 

○ふくサポ探検隊 ～11月の交流広場展示情報～ 

          

 

 「ＮＰＯで起業する」、最近そんな言葉をよ

く耳にします。考えてみると、NPOを設立し

て活動することとは、そもそも社会的起業を

行っていることではないでしょうか。なぜな

ら、もともとNPOは公益的活動を目指してい

る団体であり、少なくとも何らかの不特定多

数のための社会的事業を展開しようとしてい

るはずです。したがって、NPOの設立＝起業、という結論になりま

す。そう言ってしまえば、身も蓋も無い議論になってしまいますの

で、私なりに題意を拡大解釈してみます。NPOは、もっと積極的に

事業展開し、起業家になりなさい、ということを啓発してくれと受

け止めておきましょう。 

 NPOの収入構造に注意してみると、会費収入、寄付金、助成金･補

助金、委託費、自主事業収入など、多様な収入源からなります。一

般に言われることは、これらの多様な収入源を程よくバランスさせ

なさい、ということです。たとえば、助成金･補助金あるいは委託費

にあまりにも頼り過ぎてしまうと、それがなくなってしまうと事業

が継続できなくなってしまいます。一方、NPOへのアンケート調査

等からも明らかなことは、自主事業収入や寄付金収入が、バランス

を取れるほどの額になかなか達しないという悩みを抱えていること

です。介護保険などの自主事業収入は制度化されているので、それ

なりに組織運営を支えていますが、制度に支えられない多くのNPO

は、どう自主事業収入を確保するかに悩んでいます。 

 そこで、表題とも関係してくるのですが、自主事業収入が上げら

れるよう、NPOは真剣に起業について考えなさい、ということに

なってくるわけです。本来の自分たちの社会的サービスの提供です

から、収入に結びつくよう知恵を絞っていきましょう、ということ

になります。言うは易しく、行うは難しなのですが、お互いに頑

張って工夫してみましょう。 

ふくサポ探検隊～交流広場催しを紹介～ 

        

        「ＮＰＯで起業する」 
 
 

（福島大学教授／ 

  ＮＰＯ法人 ふくしまＮＰＯネットワークセンター理事長 星野珙二） 

編集後記 
  

  見上げると美しい空が広がるこの季

節。ことわざに「女心と秋の空」という言

葉がある。このことわざ、もともと「男心と秋の空」

だったというから驚き。このことわざができた江戸

時代、既婚女性の浮気は命を落とすほどの重罪

だったが、既婚男性の浮気には寛大だったことも

あり、移り気だったのはもっぱら男性だったよう。

また、若い娘に男性を警戒するよう戒めたりふら

れた際の未練を断ち切る戒めにも使われたと

か。では、「女心と秋の空」と言われるようになっ

たのは？明治時代の尾崎紅葉の小説「三人妻」

に「欧羅巴の諺に女心と冬日和といえり」という言

葉がでてくる。おそらくこれはイギリスの「女心と冬

の風」ということわざで、強風や弱風に変化しや

すい冬の風を女心にたとえたもの。この頃から変

化の兆しがみえてきたのかもしれない。目からう

ろこの発見に出会える本の世界。読書の秋とき

めこんでみてはいかが？ふくサポもたくさんの本

がお待ちしています！！       内山、桜井 
にゃんこ隊長 
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原発事故後を考える 「画文と短歌の二人展」 
 

 日時 １１月３日（土）～１１日（日） １０：００～１９：３０  

      ＊６日（火）は休館日     

    ※ 詳細は、５ページのイベント情報をご覧ください 

ふくサポで芸
術の秋を満喫
してください
ね！ 

ス タ ッフ 紹介 
ふくサポ！ 

齋藤孝雄 

岩井くみ子 

笑顔をたやさない、ふくサポの最

年長。福島市に市民活動団体が初

めてできた頃から市民活動に携

わってきた、歩く市民活動百科事

典！！日々、新聞から市民活動情

報を切り取り、情報収集をかかさ

ない。その情報収集の成果はロ

ビーにある。 

ふくサポ設立当初から活躍してい

るお姉さん的な存在で、ふくサポ

のおしゃれ番長。目にもとまらぬ

早さで行われる事務処理には、い

つも驚かされるが、残念ながら週

末のみのスタッフだ。彼女の最近

のブームは女子会。おいしさとお

洒落時間でストレス解消。 

市民活動ステップアップ講座１ 

「ＮＰＯ基礎講座 
    ～躍動するＮＰＯ～」 

日付：１０月１３日（土） 

講師：牧田実氏 
（福島大学教授・ 

ＮＰＯ法人ふくしまＮＰＯネットワークセンター常務理事） 

参加人数：１５名 

 ＮＰＯとは何か？その役割は？今、どんな分野の

ＮＰＯが多いのか？などＮＰＯの基本を座学で学ん

だ後、実際にＮＰＯ法人を作るワークショップを分

野別のグループにわかれて行った。 

講 座 報 告 
「助成金・補助金講座 実践編」 

 ～審査員目線を知る！選定される申請書の  

   虎の巻～ 

１１月５日（月）１８：３０～２０：３０ 

講師：田尻佳史氏 

（ＮＰＯ法人日本ＮＰＯセンター常務理事・事務局長） 
 

「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 

 神長倉正満氏 

（社会福祉法人浪江町社会福祉協議会生活支援相談員） 

 大槻隆夫氏（ＮＰＯ法人陽だまりハウス副理事長） 

 亀田和行氏（福島中央浪江町自治会代表世話人） 
 

※紹介の講座全て共通 

 場所：福島市市民活動サポートセンター  

 参加費：無料  定員：３０名 

１１月の交流広場展示情報！ 

福島市市民活動サポートセンター通信 

発行日：２０１２年１０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 

       サポートセンター 
〒９６０-８０４１ 

福島市大町４-１５ 

チェンバおおまち ３階 

TEL：０２４-５２６-４５３３ 

FAX：０２４-５２６-４５６０ 

URL：http://www.f-ssc.jp 

E-mail:f-ssc@bz01.plala.or.jp 

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 10・11 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 

３ コラム 

＋ 予定 

 

 

 

 「協働のまちづくり」をテーマに公募を行って

おりました第3回市民活動ステップアップの企画が

ＮＰＯ法人くらそうねットの「ネットワークを育

てる！人を育てる！まちづくりプランニング～協

働のまちづくりを考えよう～」に決定致しまし

た。開催詳細は次の通りです。 

１２月１５日（土）１３：３０～１５：３０ 

講師：宮崎秀剛氏 

  （ＮＰＯ法人くらそうねット理事長） 

公募企画決まる！！ 
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サポワン 

  8月26日(日) 福島学院大学 福島駅前キャンパ

スにおいて、「被災地子育て応援フォーラムIN

福島 子どもたちの復興にむけてみんなで考え

る 」が開催された。(財団法人こども未来財

団、公益社団法人長寿社会文化協会主催 NPO法

人ビーンズふくしま協力) 大正大学特命教授 

天野秀昭氏による基調講演に続き「いま、求め

られる被災地子育て支援」をテーマにシンポジ

ウムが行われた。ビーンズふ

くしま被災子ども支援部門 理

事 中鉢博之氏をはじめ、計４

団体が震災後の活動について

報告し、今後の活動の在り方

を会場一体で考えた。 

内山スタッフ 

 9月6日(木)、まごこ

ろケアホーム高湯の里 

うららか広場において

台湾台南市および大学

合同チーム１５名と浪

江仮設住宅住民との大

交流会が開かれた。

（ＮＰＯ法人まごころサービス福島センター主

催）被災地視察と被災者支援団体スタッフや避

難者と交流することにより福島の現状を知る目

的も兼ねて訪れており、福島の現在の姿を知っ

てもらう貴重な交流の機会となった。交流は時

折笑い声も流れる和やかな雰囲気でおこなわれ

た。 

長引く残暑に汗・汗・汗

をかきかき、取材をさせ

ていただきましたが、中

身の濃い取材となりまし

た。ご協力ありがとうご

ざいました！！ 

ながーい、残暑に、着る洋服に迷う9月。定例会開催会場

で「生と死を考える福島の会」世話人代表の長沢さんに

お話をおうかがいしてきました。 

家族を想う大切さや

自分の最期の時につ

いて改めて考える機

会になりました。 

（上写真）加藤登紀子氏のミニコンサート 

２３回目 生と死を考える福島の会 
 

代表者：世話人代表 長沢 浩 氏  

活動歴：1994年4月1日に誕生し、19年目に 

    はいる。 

活動内容：  

   「最期は畳の上で死にたい。」そんな言葉をよく聞く。人は 

  死を目の前にして見慣れた場所で愛する家族に見守られながら、 

  最期の時をむかえたいと思うのだろう。しかしこの日本でどれ 

  だけの人がその願いを叶えるのか？多くの人は病院のベッドの 

  上で永遠の眠りへ旅立つ。 

   「生と死を考える福島の会」では、愛する人を家族で世話をす 

  る在宅医療を支援してきた。メンバーの多くは在宅医療を経験 

  し、かけがいのない人を見送っている。年間３回行っている定例会はそのメンバーが集ま 

  り、勉強会や情報交換を行っている。 

   私がおじゃました９月２９日（土）も福島テルサで定例会が行われていた。この日の勉 

  強会は「ずっと君と生きていく～在宅で妻を看取って～」と題して 世話人 鈴木篤志氏 

  の体験談を聞くことになっていた。 

   鈴木氏は2年前、最愛のパートナーえいこさんを癌で失っていた。乳癌発病時、彼女は 

  息子さんの成長を楽しみにしている笑顔のかわいい主婦だった。鈴木氏が２人の時間を楽 

  しもうと、早期退職をした矢先のことだった。鈴木氏は家族写真を紹介しながら「えいこ 

  ちゃん、かわいいでしょ？」と本気と冗談を交えた口調で語った。冒頭で鈴木氏は「元気 

  なうちに家族でもしもの時のことを話してください。もしもの事態がおこった時には、気 

  が動転したり、それどころではないほど、早く時が過ぎたりしますから・・・」と話した。 

   どんなことにも、メリット、デメリットがあるように、在宅医療にもメリット、デメリ 

  ットがある。医療を受けるという面では、病院に入院した方が最新の治療を受けられるの 

  かもしれない。しかし、鈴木氏の意見はちょっと違うのだ。「在宅医療を志した時から、 

  家族がよりいっそう一体となりました。みんなでえいこを最後まで看るんだという強い気 

  持ちで家族として笑顔の絶えない穏やかな時間が過ごせます。もちろん、医療の専門家 

  に訪問看護をしてもらったり、自分で抱え込まないで外の力を借りるのも大切なので、そ 

  ういった力はお借りしますが、何よりも、妻が違うんです。病院にいる時は病人でしかな 

  かったのに、家に戻ると身体が動かなくても一家の主婦の顔に戻るんです。最後まで人間 

  らしく、家族も納得のいく形だと信じています。ただ、それでも、ふと、妻のいない寂し 

  さにやるせなくなりますが・・・」そう語る鈴木氏の顔は少し寂しそうだった。鈴木氏の 

  話を聞きながら、大きくうなずきメモを取る会員の姿が印象的だ。 

   世話人代表の長沢浩氏に「この会の魅力」を聞いてみる。「話すことで気持ちも楽にな 

  るし、何よりみんな経験者だから、わかりあえます。それに病院では得られない情報も入 

 るでしょう？」そう話す長沢氏の表情は穏やかだ。しかし、 

 この会にも悩みはある。震災以降、会員が減少しているのだ。 

 長沢氏は語る。「なかなか、どんな団体でどんなことをして 

 いるのかをわかってもらえる機会は少ない。でも、どこかで、 

 愛する家族を亡くした悲しみや、病気の家族に対する悩みを 

 かかえている人がいるかもしれない。そんな人たちにこの会 

 の存在を知ってほしいです。」 

 もし、そんな悲しみや悩みを抱える人がいたら、この会の例 

 会に顔をだしてみてはどうだろう。そこはきっと陽だまりの 

 中にいるようなぬくもりと穏やかな時間がむかえてくれるは 

   ずだ。               （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  

子どもたちの復興に向けてみんなで考える 台湾台南市政府・大学合同チーム福島視察 

（上写真） ミニシンポジウム 

（下写真） 

 体験を話す 

 鈴木篤志氏 

（上写真）定例会の様子 

まごころミニシンポジウム 

～居場所づくりを発展させるために～ 

 9月21日(金)まごころケアホーム高湯の里 うららか広場において「第

1回まごころミニシンポジウム～居場所づくりを発展させるために～」

が開かれた。（ＮＰＯ法人まごころサービス福島センター主催）会場は

170名を超える人でうめつくされ、お芝居デリバリーまりまりの楽しい

パフォーマンスに始まり、ミニシンポジウムで

は歌手の加藤登紀子氏をゲストにむかえ、「居

場所づくりを発展させるために」と題した熱い

ディスカッションがかわされた。シンポジウム     

            の中ふらーっとお茶の間 代表 武田美穂子氏 

            は、「地域の人間関係が希薄な現代に助け合い 

活動は必要だ。また、生きていくために、人の役にたつことをしていると 

いうはりあいが必要と考え、居場所づくりとしている。」など横のつながり

の大切さを語り、まごころサービス福島センター理事長須田弘子氏は「困っ

た時はお互いさま」など、孫、子ども、高齢者と広い世代においての縦のつ

ながりの大切さを語った。プログラムの後半では加藤登紀子氏のミニコン

サートがあり、時には彼女の独特の語りで笑い、時には魂 

を揺さぶられるその歌声に涙し、来場者は大満足の時を過ご 

した。 

講演会「福島で生きるために」 
                 9月28日(金)福島市市民活動サポートセンターにおいて、講演 

                会「福島で生きるために！」が開かれた。（ＮＰＯ法人「負けな

いぞ福島宣言！プロジェクト」主催）講師に2011年、2012年、チェルノブイリ 

事故被災地を調査した経験もある福島大学教授 清水修二氏をむかえての

講演会は平日の午前中にもかかわらず、約80名の来場者があり、放射能問

題への関心の高さがうかがえた。清水氏の講演は「低線量放射能問題」が

重くのしかかる福島で「どう向き合い」「福島で暮らしていけばよいの

か」「内部被ばくは自分で防げる」「これからの福島はどうするべきか」

など、チェルノブイリの事例をもとにした説得力のある言葉が盛り

込まれ、参加者にとってこれからの福島を考えるよい機会になっ

た。 

 

（上写真）意見を述べる中鉢氏 

（下写真）講演を行う清水氏 
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     東北ろうきん復興支援助成金制度 
 

〈対象〉NPO団体やボランティア団体等で、現在、  

     東日本大震災からの復旧・復興・被災者支 

     援に従事している団体 

〈助成金額〉総額３００万円 

        １団体あたり３０万円～５０万円 

〈応募締切〉平成２４年１１月３０日（金） 

〈お問合せ先〉 

     東北労働金庫営業推進部営業店支援課 

      担当：三浦     

          電話 ０２２－７２３－１１１８ 

 

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 

    （１１月３日・１２月１日・１月５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 

 原発事故後を考える「画文と短歌の二人展」 
 

放射能汚染や将来への不安を抱きながら福島に暮ら

す者として、将来の暮らしや生き方について「考える力」

を取り戻したいと思い、原発をテーマに作品を表現して

きた画家と歌人の作品を展示する「二人展」を企画い

たしました。 
 

<日時>１１月３日（土）～１１日（日） １０：００～１９：３０ 

<場所>福島市市民活動サポートセンター 交流広場 
（チェンバおおまち3階・平和通りのエレベーター利用が便利） 
 

画文：チェルノブイリの風下にあたるベラルーシで放射能の 

     健康被害に不安を抱えながら生きる人々を、大判和 

    紙に絵と文で「画文」を描いた画家・貝原浩の作品。 

短歌：農業のかたわら原発に対する不安や原発地域に暮ら 

    す人々の苦悩など短歌で表現してきた双葉郡大熊 

    町の佐藤祐禎の作品。      ＊６日（火）は休館日    
 

<お問合せ先>「原発事故」後を考える福島の会 

         ＴＥＬ ０９０-６５００-２０２１ 

※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） 

助成金 

活動支援 

   情報 

お知
らせ

 

 イ
ベン

ト 

    情
報 

※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） 

トヨタ財団 ２０１２年度国内助成プログラム    
 

 

〈対象〉活動助成：地域に生きる人々が主体となり、地域社会の再生・振興に

向けて、「継ぐ」「つくる」「つながる」というプロセスに基づき、対象地域の地域

課題の解決に具体的に結びつく、持続的かつ意欲的な取り組み。地域の課

題について多くの人に知ってもらい、「自分ごと」として感じてもらえるきっかけ

や機会の創出を視野に入れた取り組み。 地域間連携助成：活動助成の要

件に加え同じ課題を抱える地域の住民・団体同士が連携し、お互いのノウハ

ウやネットワークを活かしながら、共に課題解決に取り組む活動であること等 

〈助成金額〉活動助成：１年間上限300万円 地域間連携助成：上限1000万円 

〈応募締切〉平成２４年１１月１９日（月） 

〈お問合せ先〉公益財団法人トヨタ財団 国内支援グループ 

           電話 ０３-３３４４-１７０１ 

日本興亜・東北『社会企業家』応援ファンド    
 

〈対象〉東日本大震災の被災地の地域資源を活用しな

がら、社会的事業を起こす起業家 

〈支援対象事業〉被災地域のニーズに即した新規性のあ

る事業分野に持続的に取り組むもので、被災地の復興に

貢献するもの。新たに企画された事業であること。雇用・

就業機会を創出する効果が高い事業であること等。 

〈支援内容〉①１人あたり最大２００万円の助成金 ②コン

サルタントの派遣や研修会の実施などの経営技術支援 

〈応募締切〉平成２４年１１月１９日（月） 

〈お問合せ先〉 

    特定非営利活動法人パブリックリソースセンター 

                    電話 ０３-５５４０-６２５６ 

２０１３年度 ＪＴ ＮＰＯ助成事業 
 

 

〈対象〉通常助成：非営利法人が日本国内において、地

域社会の核となって実施する地域コミュニティの再生と活

性化につながる事業 

東日本大震災被災地支援助成：岩手県、宮城県、福島

県のいずれかの県に本拠地を置く非営利組織が、同三

県において被災地域の人々と共に取り組む、被災地域コ

ミュニティの復旧・復興をテーマとした事業 

〈助成金額〉年額最高 １５０万円／件（４０件程度） 

〈応募締切〉平成２４年１１月２０日（火） 

〈お問合せ先〉日本たばこ産業株式会社  

   ＣＳＲ推進部 社会貢献室  電話 ０３-５５７２-４２９０ 

平成２５年度年賀寄附金配分助成申請公募      
 

〈対象〉一般枠：お年玉付郵便葉書等に関する法律に定

められた１０の分野の事業を行う公益社団・財団法人、特

例社団・財団法人、社会福祉法人、NPO法人等 

特別枠：被災者の救助又は予防（復興）を行う営利を目

的としない法人 

<助成金額>一般枠：活動・一般プログラム、施設改修、

機器購入、車両購入…～５００万円 活動・チャレンジプ

ログラム…～５０万円  震災特別枠：～５００万円   

〈応募締切〉平成２４年１１月３０日（金）       

〈お問合せ先>郵便事業株式会社 総務部  

      環境・社会貢献室  電話 ０３－３５０４－４４０１ 

「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… 
 

〈場所〉福島市保健福祉センター 

〈日時〉毎月第２日曜日 １３：３０～１５：３０ 

    （１１月１１日・１２月９日・１月１３日） 

〈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 

 ～わかち合い 命かがやいて～ ひまわり感謝祭 
 

同じ地域に共に生きる仲間として、たくさんの希望を共

有し喜びや楽しみを分かち合う場となることを願って今

年も「ひまわり感謝祭」を開催します！ステージ・販売・

展示など楽しい催しが盛りだくさん！  

 

〈日時〉１２月１５日（土） 

〈場所〉Ａ・Ｏ・Ｚ （アオウゼ） 

〈入場料〉無料  
 

○ 第１６回 ともに生きる仲間たちのコンサート 
   毎年恒例のコンサート。今年は、神戸より盲目のバリトン  

   歌手 時田直也さんをゲストにお迎えします。 

○ 授産製品展示即売会 

○ 県内外市民活動団体・ＮＰＯ活動等の紹介展示と  

  各種相談会 他たくさんの催しあり 
 

〈お問合せ先〉特定非営利活動法人 シャローム 

            ＴＥＬ ０２４－５２４－２２３０  

 福島市市民後見人養成研修会  
 

〈趣旨〉高齢者、障がい者等判断能力が不十分な    

     方々を支援する成年後見制度の担い手で 

         ある市民後見人を養成する研修会です 

〈日時〉４日間  

      第１日 １１月１０日（土） １０：００～１６：３０ 

     第２日 １１月１７日（土） １０：００～１６：４５ 

     第３日 １１月２４日（土） １０：００～１６：４０ 

     第４日 １２月 １ 日（土） １０：００～１６：００                      

〈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３階） 

〈定員〉５０名（先着順） 

〈参加費〉無料（但し、資料代2,500円）  

〈主催〉福島市、ふくしま成年後見センター      

〈お問合せ先〉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 

     （１１月８日・１２月１３日・１月１０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 

              ボランティア募集のお知らせ 
 

 ＮＰＯ法人 陽だまりハウスでは、内閣府 新たな一歩プロジェクト事 

 業をお手伝いいただける方を募集しております。事業内容は、下記   

 のような内容です。    

  ・ 被災地復興製品（仮設住民の手作り作品など）の発掘 

  ・ 情報誌の製作 

  ・ 地域ごとの各種教室（手作り教室など）開催事業 
 

        ＊ 見守り事業のボランティアも募集中です 
        ＊ 自動車運転の出来る方を希望しております      

     〈お問合せ先〉ＮＰＯ法人 陽だまりハウス  担当：大槻 

              ＴＥＬ ０２４－５９７－６１１６ 


