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編集後記 
 早いもので9月です。9月と言えば、思い出すのはお月見！皆さんは、お月見を楽しまれるご予定はあります

か？お月見をしながら料理を食べる。風流ですね。一般的には白いお団子を食べる人が多いようですが、これは

満月に似ているからとか。高知では、坂本龍馬も桂浜でお月見で料理とお酒を楽しんだのではないかと言われ、

この時期には龍馬ファンが日本酒を片手に桂浜に訪れるのだそうです。では、お月見はいつなのか？かぐや姫に

も、お月見の描写がありますが、一般的には八月十五夜（旧暦の8月15日）、九月十三夜（旧暦の9月13

日）。2013年は八月十五夜は9月19日、九月十三夜は10月17日になります。九月十三夜にお月見をするの

は、日本だけのようです。ふくサポからもきれいなお月様が見れるのか楽しみですね。 内山、桜井、藪内 
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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。 
 

２０１３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 

講
コラム 座 スタート！ 

 「重い現実と向きあう  

        ベラルーシ視察団に同行して」 
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 

                       清水修二 

福島市民がベラルーシやウクライナへ行くというアイディアが誰の

頭の中から生まれたか知りませんが、私の経験からして「百聞は一見

にしかず」のことわざの通り、現地に行ってみればいろんなことが肌

身で感じられて、たしかに大きな収穫があります。この７月の第２回

市民視察では、ベラルーシでの食品の放射線管理体制が主眼になりま

した。 

 ベラルーシには大きな市場（いちば）があって、そこで販売される

食料品は、製造・流通・販売のいずれかの段階で必ず放射線検査を受

けるしくみになっています。特に個人の農園で作られ、市場に持ち込

まれて販売される食品は慎重に検査されているようでした。ただ、市

場でのこうした検査システムはチェルノブイリ事故があってから初め

て構築されたものではなく、細菌のチェックなど、もともと行われて

いた検査のメニューに、事故のあと放射線が加わったと考えるのが事

実に近いようです。 

 市場の近くの路上でも、また自動車で通過する道の沿道でも、ブ

ルーベリーなどを商う農家の人が数多く見られます。そうした品物は

恐らく森で採ってきたもので、放射線のチェックは受けていないと思

われますから、無造作に買ったりするのは控えた方がいいと言われま

した。森に自生している果実やキノコ、あるいは動物をとって食べる

のは人々の普通の食生活ですので、食物の管理を100％徹底するのは

難しいのです。 

 今回訪問した場所で印象深かったのは「放射線環境保護区」です。

いわゆる30キロ圏内で人が住めない汚染地域が、生態系に及ぼす放射

線の影響を調べる研究エリアになっているのです。樹木の皮や幹の中

にどれくらいセシウムが存在しているか、動物への影響はあるかと

いったことを専門家が研究しています。「長期的には人が戻ってくる

ことを想定しているのか」と質問すると、担当の人は「考えていな

い」とはっきり答えます。福島の帰還困難区域が今後どうなるのかを

念頭に置きながら質問した私には、重い回答でした。 

 来年度、第３回目の視察団派遣があるかどうか分かりませんが、何

らかの形でベラルーシと福島の交流が今後も続くことを期待していま

す。  

○コラム 

「重い現実と向きあう ベラルーシ視察団に同行して」 

○福島市の活動団体を訪ねる 

  第２６回 パンダハウスを育てる会 

○イベント現場からレポート 

福島に公立夜間中学をつくる会 

「自主夜間中学 札幌遠友塾 大坂忠 写真展」他 

○助成金・イベント情報   

○２５年度講座開催決まる！ 

ＮＰＯマネジメント講座 

オープンセミナー（講演会） 

日付  内容 定員 講師 

 ９月２８日（土） 

１３：３０～１５：３０ 

「 ＮＰＯ運営の基礎～めざせ！運営の達人～」 

運営や組織についての基礎を学ぶ。 

３０名 牧田 実 氏 

（福島大学教授） 

１０月１９日（土） 

１３：３０～１５：３０ 

「つくろうＮＰＯ法人～ＮＰＯ法人設立のススメ～」 

ＮＰＯ法人設立にあたっての注意点や申請について学

ぶ。 

３０名 

  

大楽博史氏（福島

県企画調整部文化

スポーツ局文化振

興課主事） 

日付  内容 定員 講師 

１０月２７日（日） 

１３：３０～１５：３０ 

「 ＮＰＯ資金を考える 基本編 
           ～基礎から学ぶ資金活用法～」 

運営資金の種類やその性質など基礎を学び、適した活用法を

考える。 

３０名 星野 珙二 氏 

（福島大学特任 

 教授） 

１１月 ８日（金） 

１３：３０～１６：００ 

「助成金講座～選考委員は何を見る？申請のコツ～」 

助成金の現状などの基本から審査を通りやすくするた

めの申請のコツやポイントを実践的に講義。 

田中 皓 氏 
（助成財団センター 

専務理事） 

３０名 

１１月２３日（土） 

１３：３０～１５：３０ 

「実践広報術～フェイスブックを利用しよう～」 

フェイスブックの基本技術や、情報のアップの仕方の

コツなどを学ぶ。 

盛藤 隆伸 氏 
（株式会社ぶらっと

ｗｅｂ 取締役） 

３０名 

１２月 ７日（土） 

１３：００～１６：００ 

「税務・会計講座～基礎から学ぼう！初心者でもわか

る税務・会計術～」 

法人運営の基礎となる税務と会計の基礎を学ぶ。 

安部修太郎 氏 

（安部総合会計事

務所代表取締役税

理士） 

３０名 

平成２６年１月２４日（金） 

１３：３０～１５：３０ 

「パソコンによる会計処理講座～なろう！会計の達人～」 

無料会計ソフトを使い、パソコンを使った税務・会計

処理の実践講座。 

１５名 

  

成田 守 氏 

（有限会社コスモ

会計 税理士） 

日付  内容 講師 定員 

１２月１４日（土） 

１３：３０～１５：３０ 

「トキワ荘プロジェクトから学ぼう！明日の福島にパ

ワーを！！」 

東京に事務所を置く「NPO法人NEWVERY」の「トキワ

荘プロジェクト」は、かつて池袋にあり手塚治虫・石

ノ森章太郎や藤子不二雄が住み、漫画家活動をしてい

く中で数多くの人気漫画家を育てた伝説の「トキワ

荘」名を冠した事業です。このプロジェクトは、本気

でプロの漫画家を目指し上京した若者に安い家賃で住

めるシェアハウスを提供し制作活動の時と場を提供す

ると共に、技術講座の開催や仕事の斡旋・仲介などプ

ロの漫画家としての自立を支援していくものです。マ

スコミでも数多く取り上げられ、プロデビューを果た

した若者も誕生しています。 

自分たちの目指す事業に活きる情報があります！ 

 

菊池 健 氏 

（ＮＰＯ法人 

ＮＥＷＶＥＲＹ

理事・事務局

長／「トキワ荘

プロジェクト」

ディレクター 

８０名 

  

参加費：無料 
場所：福島市市民活動サポートセンター 
   オープンセミナーのみ 
           福島市市民会館 
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代表者：理事長 山本佳子 

事務所所在地：福島市蓬莱町八丁目15番地１ 

連絡先：ＴＥＬ ０２４－５４８－３７１１ 

ＵＲＬ：http://www6.ocn.ne.jp/~panda011/ 

活動歴：１９年（１９９４年１月 任意団体として発足） 

    ２０１１年８月 ＮＰＯ法人として認証される。 

活動目的：福島県立医科大学附属病院で治療を受けている子ども 

     とその家族をサポートする。    

            

イベント現場からレポートイベント現場からレポート  

（下写真）パンダハウスの居室 

（上写真） 

玄関に飾られているメモリアルキルト

はパンダハウスができる際に協力い

ただいた方のお名前が刺繍されてい

る。また、パンダのぬいぐるみは多くの

子どもたちを元気づけてきた。 

 ８月６日（火）、７日（水）、福島県立医科大

学附属病院において、ＮＰＯ法人パンダハウスを

育てる会がチャリティーバザーを行った。同法人

は病と闘う子どもと家族のサポートハウスを運営

しており、年に２回、チャリティーバザーを開催

している。この日も、会員の手づくりの小物やア

クセサリーなどが並べられ、色とりどりのかわい

らしい品に、多くの人達が足をとめ、手に取って

買い求めていた。 

 

平成25年度福島市市民活動活性化支援事業補助対象事業 

自主夜間中学 札幌遠友塾 大坂忠 写真展 
病と闘う子供と家族のサポートハウス 

「パンダハウス」 チャリティーバザー開催 

 

 ２６回目 ＮＰＯ法人 

       パンダハウスを育てる会 

 蝉が大合唱の暑い日、理事長の山本佳子さんと理事の 

古関令子さんにお話しを伺ってきました。 

 

活動を紹介してください。 

  福島県立医科大学附属病院に入院中の子どもやその家族 

 が「病院近くの我が家」として離れていた家族とともに過 

 ごし、大切な時間を共有していただけるように、また、付 

 き添う親が心身ともにゆっくり休める場であってほしいと 

 心がけ、パンダハウスを運営しています。 

 

パンダハウスを育てる会が発足した経緯を教えてください。 

 小児がんの子どもをもつ母親の「治療を続ける子どもに、 

少しでも家庭に近い生活をさせてやりたい、同じような病 

気を持つ子どもや家族にもそうした時間を持ってほしい。」 

という強い思いが原点となっており、５人の勉強会からスタートしましたが、多くの賛同者を得 

て現在の形になっています。 

              利用の状況を教えてください。 

               利用者はオープンから現在までで、２０，０００人を超え、平 

 均稼働率は８８％となっています。小児白血病患者は、現在では 

 ８割の確率で治る病気とされていますが、難しい病気であること 

 には、変わりはありません。治療法の中にハプロ（半部不一致） 

 移植という治療法があるのですが、この治療法は全国で福島県立 

 医科大学附属病院を含め２か所しか行われていないので、県外か 

 らの利用者が増加しています。また、今後、利用者の長期利用の 

 要望に応えるべく、パンダハウスも増改築する予定です。 

 

 今、皆さんに呼びかけたいことは？ 

  震災後、福島では家族がバラバラに避難するという不幸な現状 

 がありますが、ここの子ども達とその家族は 

 病気が治るまで、この不自然な環境で病気と 

 闘わなければなりません。入院中、このパン 

 ダハウスで家族と過ごすことを目標に頑張る 

 子どももいます。そんな子ども達に手づくり 

 のパンダバッチをプレゼントすると笑顔を見 

 せてくれます。この子どもたちの笑顔を守る 

              ために毎年、多くの維持費が必要です。ま 

              た、増改築にも多くの資金がかかります。ボ 

              ランティア、物品、お金のご寄付、どんな形 

              でも皆さんの気持ちをつないでいきたいと思 

              います。どうぞ、力をお貸しください！！ 

（左写真） 

写真展を案内する 

スタッフ 

（左写真） 

バザーの 

様子 

 

 
 

 ８月７日（水）まごころケアホーム高湯の里

において、ＮＰＯ法人まごころサービス福島セ

ンター主催で映画上映会が行われた。同法人の

こども緊急サポートネットワークでは、夏休み

限定学童保育が行われており、座禅教室や町づ

くりコンテスト、映画鑑賞会などの子ども達が

楽しみながら参加できる企画が行われている。

この日は、瀬上から児童が参加し、映画を楽し

んだ。 

 

 ７月２１日（日）福島市市民活動サポートセン

ターにおいて、スローフード福島の主催「夢の酒

造り 関元弘氏講演会」が開催された。講演会は

スローフード福島年次総会を記念して行われ、会

場はたくさんの聴講者であふれた。講演会では、

元農林水産省のキャリア官僚の関元弘氏が原発の

風評被害に負けず、地ビールの生産やワイン作り

をする熱い想いが語られた。 

 

 

 

夢の酒造り 関元弘氏 講演会 移動学童クラブで、映画鑑賞会 

（左写真） 

想いを熱く語る 

  関元弘氏 

（左写真） 

映画鑑賞会に心

ときめかせる児

童と保護者 

 

 ７月２９日（月）～８月１日（木）、コラッセふ

くしまにおいて、福島に公立夜間中学をつくる会主

催「自主夜間中学 札幌遠友塾 大坂忠 写真展」

が開催された。会場には、今にも声が聞こえてきそ

うな生き生きとした写真が所狭しと展示されてい

た。中には写真にコメントがついているものもあ

り、写真の人物がどんな思いを持ち、学んでいるか

が伝わってきた。 

７月３０日（火）には、展示されている写真を撮影

した 写真家 大坂忠氏を招いてトークショーが行

われ、撮影秘話などが語られた。 

（上写真） 

利用者にプレゼントしている

バッチは応援の意味を込め

てボランティアさんが手づく

りしている。 
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※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
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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） 

第３回 夢屋基金 
 

〈対象〉 

 １．夢コーポレーショングループからの寄付を生かし、活力あふれ 

   豊かな未来のため、子ども健全育成、環境保全、災害救助、発 

   展途上国支援の分野で、さまざまな公益活動を支援し、公益の 

   増進に寄与すること。上記目的を達成しようとする事業である 

   こと 

 ２．法人格取得後１年以上の活動実績を有する団体が行う事業であ 

   ること 

〈助成金額〉１件につき原則として上限50万円 

〈応募締切〉平成２５年９月１９日（木） 

〈お問合せ先〉公益財団法人公益推進協会 電話 03-5425-4201   

 第17回 地球倫理推進賞 
 

〈対象〉 

 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・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ま 

 たは個人 

〈助成金額〉副賞として、各部門受賞団体（または 

      個人）へ100万円を贈呈 

〈応募締切〉平成２５年９月３０日（月） 

〈お問合せ先〉 

      社団法人 倫理研究所 

      電話 03-3264-2251    

  2013年度 一般財団法人地域生活研究所  

        一般研究助成     
 

〈対象〉消費者の暮らしに関する研究、まちづくり、 

   地域福祉、地球環境などに関する研究、市民社 

   会や市民運動、社会運動、消費者運動などに関 

   する研究。協同組合の事業や活動に関する研究 

   といった、研究所が実施する調査・研究事業の 

   研究テーマの基本的方向にそったもので、広く 

   一般の研究者および社会活動を行う者    

〈助成金額〉総額100万円、1件50万円限度   

〈応募締切〉平成２５年９月３０日（月）  

〈お問合せ先〉一般財団法人 地域生活研究所 

       電話 03-3383-8292  

第６回 子どもたちの“こころを育む活動”     
 

〈対象〉 

  ①学校と関わりながら、地域、家庭、企業などい 

   ろいろな立場の人がともにおこなう活動 

  ②学校、NPO団体、PTAなどの団体で、活動の 

   主体は問わず。 

  ③団体が行う子どもたちの”こころを育む活動” 

〈賞〉全国大賞-表彰状・楯、賞金100万円    

     優秀賞 - 表彰状・楯、賞金30万円  

〈応募締切〉平成２５年９月３０日（月）    

〈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９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や調査研究活動 

   をしている市民活動団体。 

   その目的や内容が、特定の宗教や政治などに 

   偏っていない団体。 

〈賞〉1件につき概ね80万円程度上限 

         （助成総額約1,300万円を予定） 

〈応募締切〉平成２５年９月３０日（月） 

〈お問合せ先〉 

      TOTO株式会社 水環境基金事務局 

      電話 093-951-2224 

第8回 「みどり香るまちづくり」企画コンテスト 
 

 

〈対象〉地方公共団体、民間企業、学校法人、商店 

    会、町内会等の住民団体やNPO等の各種団 

    体、個人など。 

    かおりの樹木・宿根草・その他の草花を３０ 

    本以上用いた、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 

〈賞〉環境大臣賞 （１点）：100 万円相当 

   協 会 賞     （３点）：30～50 万円相当 

   入 賞     （５点以内）：10～30 万円相当 

〈応募締切〉平成２５年１０月１１日（金） 

〈お問合せ先〉環境省 水・大気環境局大気環境課  

       電話 03-5521-8299 

    平成26年度 笹川科学研究助成 
 

〈対象〉A〔一般科学研究〕人文・社会科学および自 

      然科学(医学を除く)に関する研究   

    B〔海洋・船舶科学研究〕 

      C〔実践研究〕学校、NPOなどに所属してい  

      る者が、その活動において直面している社 

      会的諸問題を解決するために行う研究 

〈賞〉 

  A/B 100万円／件を限度 C 50万円／件を限度 

〈応募締切〉A/B 平成２５年１０月１５日（火） 

      C   平成２５年１１月１５日（金）              

〈お問合せ先〉公益財団法人日本科学協会  

     笹川科学研究助成係 電話 03-6229-5365  

  

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７日・１０月５日・１１月２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ＦＡＸ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  

 らしく生活を送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12日・10月10日・11月14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 (別途資料代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 

「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 

        （9月8日・10月13日・11月10日） 

〈場所〉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 

テアトル・エコー公演「風と共に来たる」     
 

   ～偉大なる映画の意外なる真実！～ 
 

 ハリウッド映画不朽の名作『風と共に去りぬ』  

 誕生の実話コメディ。あの名作は製作者の頑固 

 なこだわりから生まれた！ 脚本家と監督をすげ 

 替え膨大な借金を作りながらも曲げない情熱。 

 原作を読んでいない脚本家にいかにいいセリフ 

 を書かせるか… 部屋に缶詰の５日間が始まる。 
 

〈日時〉９月２７日（金） １８：４５～ 

      ２８日（土） １３：３０～  

〈場所〉福島市公会堂 

〈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  

     第５７回 秋のふれあいバザー 
 

  障がい者の自立と社会参加、地域との交流  

  をはかることを目的に開催します。 
 

〈日時〉９月１４日（土） 11:00～15:00 

      １５日（日） 10:00～13:30        

〈場所〉新浜公園（小雨決行、大雨中止） 
 

 ○オリジナル手工芸品、古本、日用品、衣類 

  などを格安で販売いたします。14日(土)の 

    11:00～11:30には、だるまさんの会によ 

  る紙芝居も行われます。ぜひ、おいでくだ 

  さい。 
  

 ※バザーのお手伝いをしてくださる方を募集して  

 います。下記まで、ご連絡をお願いいたします。 
 

〈お問合せ先〉NPO法人 生きる 

      ＴＥＬ 0２４－５２３－３８５３ 


