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にゃんこ隊長‘おすすめ講座’紹介！！ 

編集後記 
  

 秋は「スポーツの秋」とも言われるくら

い運動会がたくさん行われますが、運動会

はいつから行われているのでしょうか？運

動会の起源は、明治７年、海軍兵学校で実

施された「競闘遊戯会」とされていると

か。以後、札幌農学校での「力芸会」、東

京大学の「運動会」と続きます。さらに、

運動会が学校行事として定着するのは初代

文部大臣 森有礼氏が体育による集団訓練

を奨励してからのこと。では、運動会が紅

組と白組にわかれているのは何故でしょう

か？運動会の「紅白」の由来は源平合戦と

いうから、歴史をかなりさかのぼります。

平安時代末期の源氏と平家の戦いでは、源

氏が白旗を、平家が赤旗をあげて戦ってい

るそうですから、運動会にも歴史がありま

すね。 

 ふくサポに運動会はありませんが、食欲

の秋で終わらないよう、スタッフも身体を

鍛える？！心がけだけはあ

ります！！ 

 内山、桜井、秋廣、今野 
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内山スタッフ 

おすすめの講座が、まだまだ

あります。 

公 開 プ レ 

平成２５年度 
福島市市民活動活性化支援事業補助事業決まる！ 

 ９月１４日（土）、福島市市民活動サポートセン

ターにおいての「平成２５年度福島市市民活動活性

化支援事業補助金公開審査会」が行なわれた。１２

団体の申請があり、１事業者あたり５分間の持ち時

間で語られるプレゼンテーションはそれぞれ映像や

語り手の動作など発表者の熱意が伝わる様々な工夫

がされていた。 

結果、申請した全団体採択された。採択された

団体・事業は次の通り。 

＜ステップアップ部門＞ 

ＮＰＯ法人シャローム『ひまわり感謝祭２０１

３』・公益社団法人日本オストミー協会福島県

支部福島方部『オストメイト（人工肛門・人口

膀胱保有者）のための相談会の開催』・ふくし

ま民話茶屋の会『絆強める民話の力』・福島県

ひまわり会福島方部『福島県ひまわり会 福島

方部 動作法 学習会』 

＜新規事業チャレンジ部門＞ 

福島日中文化交流会『中国の家庭料理を作ろ

う！』・ＮＰＯ法人御倉町かいわいまちづくり

協議会『親子でめぐる福島再発見ツアー』・Ｎ

ＰＯ法人土湯温泉観光まちづくり協議会『ふれ

愛つちゆ「ひな祭り」事業』・ＮＡＬＣ福島

『高齢者対象の講演会』 

＜地域別まちづくり部門＞ 

新田茂田川ホタルの里保存会『ホタルの里づく

り』 
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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 1 0 ・ １ １ 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 

ゼ コラム 

「助成金講座 

 ～選考委員は何を見る？申請のコツ～」 
講師／田中晧氏（公益財団法人助成財団セ 

        ンター専務理事） 

日時／１１月８日（金） 

   １３：３０～１６：００ 

場所／福島市市民活動サポートセンター 

定員／３０名 

内容／助成金を申請する上でのコツやポイント 

  審査員の注目する点をレクチャー。 

桜井スタッフ 

ン レポート 

（下写真）発表するＮＰＯ法人シャローム 

 

「自分たちにふさわしい 

       資金調達法の選択」 
 
   福島大学特任教授／ 

     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 

 ＮＰＯの活動において、人材や資金がボトルネックになってい

るとよく言われる。そして、特に大震災後に、志や想いを抱いて

立ち上がったＮＰＯの多くが、人材難・資金難に直面している、

という声も耳にする。これを聞いた時、ふと、複雑な気持ちにも

なった。それだけやりたい志が強いので、不足する部分が明確に

なり、資金調達や人材登用がどうしても必要と判断しているとも

考えられる。歓迎すべきという見方半分と、想い先行でＮＰＯが

走りだしたものの安定走行ができてないのかもしれないという心

配半分と、入り混じった感想をもってしまう。 

 約6年前になるが、県内のＮＰＯを対象にアンケート調査を実

施したことがあった。それによれば、活発に活動を展開する事業

規模が大きい団体ほど、運転資金など当座の資金に困ったことが

あると応えていた。全体としては、「非常に困った」、「困った

ことがある」を合わせて回答者の約60％を占めていた。他方で、

事業規模が小さく社会性に重きを置く団体は、お金を借りてまで

ＮＰＯ活動をしたいとは思わないと応える傾向がみられた。 

 これらの考え方の違いは、所属する団体の活動方針にも依存し

ている。事業性の強いＮＰＯと社会変革やミッション性が強いＮ

ＰＯとでは、受け止め方も異なるのかもしれない。前者では、事

業遂行のために効果的な資金調達を目指すであろうし、後者であ

れば、資金ならぬ志金としての循環やつながりを大切にするかも

しれない。言ってみれば、それぞれのＮＰＯにふさわしいそれな

りの資金調達法があるということである。 

 それに加えて、ファンドや基金あるいは行政や財団など、貸し

出す側や助成する側の理念もクロスしてくる。こうした貸し出す

側と借りる側、助成する側と助成を受ける側とのダイナミズムの

なかで、資金調達についてはしっかり選択的に考えていく必要が

あると考えるこの頃である。 

 

○コラム 

「自分たちにふさわしい資金調達法の選択」 

○福島市の活動団体を訪ねる 

 第２６回 ＮＰＯ法人市民公益活動パートナーズ 

○イベント現場からレポート 

 まちの駅全国フォーラム ｉｎ ふくしま 他 

○助成金・イベント情報   

                     ○第２期 福島市市民活動活性化支援事業補助事業 

     ○にゃんこ隊長‘おすすめ講座’紹介！！ 

「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！！」 

講師／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） 

日時／１２月１４日（土） 

   １３：３０～１５：３０ 

場所／福島市市民会館 

定員／８０名 

内容／事業継続可能な収益モデルの紹介等。 

キリン福祉財団

や損保ジャパン

記念財団のご担

当者もいらっ

しゃいます！！ 

トキワ荘は手塚

治虫氏や藤子不

二雄氏で有名で

すね。楽しいお

話しになりそ

う！！ 
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代表理事：古山 郁 

事務所所在地：福島市上町３番４号コマ福島ビル９号 

連絡先：ＴＥＬ ０２４－５７３－８３１０ 

ＵＲＬ：http://partners-npo.jp/ 

会 員：２０名  

活動歴：２年８か月（２０１０年６月に設立を検討し、翌年２月法人登記） 

活動目的：南東北地域を主とする広域の民間支援組織として、市民公益活動 

     を行う者及び組織等に対する能力向上のための支援、並びに地域 

     や分野を超えた公益社会の実現と人々の生活の質の向上に寄与す 

     ることを目的としている。 

        

イベント現場からレポートイベント現場からレポート  

（上写真） 主催する講座（ふくしま復興塾） 

まちの駅全国フォーラム ｉｎ ふくしま 

 

 ２６回目 ＮＰＯ法人 

      市民公益活動パートナーズ 

 イベントやお祭りシーズンで街が賑わいでいる秋、代表理事の 

 古山郁さんにお話しをおうかがいしました。 

活動を紹介してください。 

  活動の範囲を１つの県に留めずに福島県、宮城県、山形県と 

 いった南東北の広範囲で活動を行っていることが特徴の１つと 

 言えると思います。その中で「人と組織を支える」ことをテー 

 マとして、市民公益活動に関わる講座企画・研修、講師の派遣、 

 情報の提供・アドバイス、コンサルティングを行っています。 

 また、「互いをつなぐ」をテーマに組織や事業に関するコーディ 

 ネート、情報交換などのための交流会やマッチングの企画運営、 

 ｗｅｂ等での情報発信を行っています。 

宮城県にも仙台事務所をお持ちですが、広域にわたって活動される利点を教えてください。 

  法人登記を行ったすぐ後に、東日本大震災がおこったのですが、福島から他県に避難され 

 る方がいたり、福島県だけでは解決できない問題も多くありました。その際に行政の枠を超 

 えて調査や支援をすることができ、さまざまな意見に耳をかたむけ、コーディネートするこ 

 とで復興支援の各団体や機関をうまくリンクさせ、支援の効果を高めることができるという 

 利点があります。 

学生さんが多く出入りをされていらっしゃいますが人材育成について思われることを教えて 

ください。 

  ＮＰＯが市民に広く知られるようになってから１０年以上が過ぎ、これまでＮＰＯを支え 

 てきた人たちも歳を重ねてきました。これからの福島を支えるのは若い方々でしょう。その 

 ために、今から大切に育てていく必要を感じ、学生ボランティアやインターンを受入れ、福 

 島大学の学生と協働で事業も行っています。彼らが社会人になり、ＮＰＯに関わった経験が 

 後につながると考えています。 

 皆さんに呼びかけたいことをお願いします。 

  震災後、仮設住宅などのコミュニティ支援の 

 ために多くのフリーペーパーが発行されました。 

 私どもも、「おたがいさま新聞」という浪江町 

 と桑折町などの交流とコミュニティのためのフ 

 リーペーパーを発行しております。震災から直 

 後には３０紙あったものが現在では半分以下に 

 減少しているそうです。しかし、高齢者の方々 

 にとって、こういった情報紙はまだまだ必要だ 

 と思います。是非、応援をお願いします。 

   

   

（上写真）講演をする 

      料理研究家枝元なほみ氏 

（下写真）全国からのお客様をお迎えする  

     ももりんとハンサムウーマンこぼちゃん 

９月１４日(土)、１５日(日)の２日間、新浜公

園において、ＮＰＯ法人生きる主催、第５７回

秋のバザーが開催された。バザーは、障がい者

の自立と社会参加、地域との交流をはかること

を目的に行われた。毎年春と秋に開催されてい

て、今回で５７回目を迎えた。毎回多くのボラ

ンティアの協力を得て開催されていて、今回も

約５０名の方が、ボランティアとして参加され

た。オリジナル手工芸品や衣類、日用品、古本

などが格安で販売され、多くの方が、掘り出し

品を求めて会場

を訪れた。理事

長の佐藤さんは

「今回もたくさ

んの方に来てい

ただいてよかっ

たです。」と笑

顔で語った。 

  

 

第５７回 秋のふれあいバザー まるごと！いい電 手づくりマルシェ 

９月２８日(土)、２９日(日)の２日間、MAXふ

くしま北側野外スペースと福島交通飯坂線の駅舎

を使って、福島市復興イベント補助事業「まるご

と！いい電手づくりマルシェ」が開催された。

MAXふくしま北側には、手づくりマルシェブー

スが設けられ、ふくしまの手づくり作家たちが布

小物やビーズ小物、木工品など様々な品の展示・

販売を行った。飯坂線の駅舎では、出店者がそれ

ぞれの趣向で駅をプロデュース。笹谷駅では、福

島ひまわり里親プロジェクトによる『おもいやり

美術館』が開館

し、福島への

メッセージ展な

どが行われた。

訪れた人々は、

様々な趣向がこ

らされた駅舎を

まわり、楽しい

時間を過ごし

た。 

 

  

 １０月１８日（金）、ふくしまテルサにおいて「まちの駅

全国フォーラム ｉｎ ふくしま」がまちの駅連絡協議会主

催、福島市、ＮＰＯ法人ふくしまＮＰＯネットワークセン

ター共催で開催された。このフォーラムは、毎年開催されて

おり、昨年、福島市にまちの駅ネットワークふくしまがつく

られたことにより、今年度は福島市での開催となった。 

全国のまちの駅関係者、及び福島市民が参加し、料理研究家

で一般社団法人チームむかご代表理事の枝元なほみさんの

「つながることの大切さを考える」と題した基調講演や「ま

ちの駅講座 まちの駅の可能性を考えよう」「まちの駅と防 

 災を考えよう」 

 「まちの駅と観光 

 交流を考えよう」 

 「まちの駅ともの 

 交流を考えよう」の４つのテーマに分かれた分科会での討 

 議を行い、充実した時間を過ごした。また、夕方からは 

 まちなか広場で交流会を行い、全国のお客様を円盤餃子や 

 やきとりといった福島の味覚でおもてなしをし、翌日、 

 １９日（土）には、エクスカーション。福島市内、会 

 津、南相馬市の３コースに分かれて、視察・体験を行っ 

 た。 

（上写真）素敵なオリジナル手工芸品の 

      数々を紹介するスタッフの方 
（上写真）曽根田駅には、ホームと電車の 

  発着が間近に見える、駅カフェがOPEN 

（上写真） おたがいさま新聞 

（上写真）代表理事  

      古山郁さん 
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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・秋廣一雄） 

助成金 

活動支援 

   情報 

お知
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視力回復トレーナー(指導員)ボランティア募集！ 
 

 全国子供視力回復訓練協会では、子供達の視力回復を指導して下 

 さる女性トレーナー(指導員)の方を募集しています。近年、子供 

 達の生活習慣の変化に伴い視力低下が大きな社会問題になってい 

 ます。地域の子供達の視力回復に携わってみませんか？ 
  

 ～このような方を求めています～ 

  ◇誠実で教える事が好きな明るい方 ◇３０歳～６０歳代の女性 

  ◇週１回２時間程度指導をしていただける方 ◇婦人会、PTAの方 

 ※トレーニング法は、３回程度の無料講習で学んでいただけます。   

 ＜お問合せ先＞ 全国子供視力回復訓練協会 

       福島市大町１－１３ 福島１０３ビル３Ｆ 

       ＴＥＬ 024-522-6411(日曜・祝日を除く 13:00～19:00) 

※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・今野明美）

  

ストーマ保有者の相談会 
（人工肛門・人工膀胱を造設された方） 

 

〈日時〉毎月第２土曜日・13時～15時 
    ※随時お越しください。 
    （11月9日・12月14日・1月11日） 

〈場所〉福島市市民会館  TEL 024-535-0111  

〈参加費〉無料 
   

  心配事・悩み事…お気軽にご相談下さい。 

  秘密は厳守いたします。ご家族もぜひおいで  

  ください。予約不要。同憂者も話し相手とし  

  て参加しています。１２月の相談会からは看  

  護士さんも相談相手として参加します。 
 

〈お問合せ先〉公益社団法人 

     日本オストミー協会福島県支部  菅野 

  ＴＥＬ/ＦＡＸ ０２４－５５７－２８０２ 

  

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2日・12月7日・1月4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でご予約ください 

〈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 

「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 

        （11月10日・12月8日・1月12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 

～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 

         （11月14日・12月12日・1月9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 

   電通＋ＮＰＯ広報力向上委員会 

『伝えるコツ』を身につけよう！！  
       ～ ＮＰＯのための広報スキルアップセミナー ～     
 

 人と人とのつながりをこれまで以上に深める  

 ため、支援者を募るために「伝えるコツ」を 

 学んでみませんか？ 
 

〈日時〉11月16日（土） 13:00～17:00

〈場所〉コラッセふくしま ５階小研修室 

〈講師〉鈴木 武人 氏 
   （株式会社電通 第４CRプランニング局 局長  

      エグゼクティブ・クリエーティブ・ディレクター）              
〈対象〉NPOなどで市民活動をしている方 

〈参加費〉５００円    

〈お問合せ先〉認定特定非営利活動法人 

   ふくしまＮＰＯネットワークセンター 

       ＴＥＬ 0２４－５２８－１２１１ 

 イッツフォーリーズ公演 ミュージカル  

「見上げてごらん夜の星を」 
 

  夜間高校に通う坂本と昼間高校に通うユミコ。  

  同じ机を使用していたことからはじまった文 

  通、そして出会い。昭和３０年代後半の社会 

  を背景にしながら描く、懐かしくもさわやか 

  なミュージカル。 
 

〈日時〉１１月２５日（月） １８：４５～ 

       ２６日（火） １３：３０～  

〈場所〉福島県文化センター 大ホール 

〈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 

 2014年度「ＪＴ ＮＰＯ助成事業」 

～地域コミュニティの再生と活性化にむけて～ 
 

〈対象〉 

  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 

〈助成金額〉１件あたり年間最高１５０万円まで 

      （４０件程度予定） 

〈応募締切〉平成２５年１１月２０日（水） 

〈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    

東北ろうきん復興支援助成金 
 

〈対象〉 

  ＮＰＯ団体やボランティア団体等の非営利活動 

  を行う団体で、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 

      （１０団体を予定） 

〈応募締切〉平成２５年１１月２０日（水） 

〈お問合せ先〉東北労働金庫営業推進部 

       担当：三浦 

       電話 022-7２３-1118  

２０１３ふくしま元気市民活動助成金     
 

〈対象〉 

  地域に暮らす人たちが、地域で抱える問題 

  を自分たちの力で解決しようと取り組む 

  活動 

〈助成金額〉１団体あたり１０万円 

      （３団体予定 ） 

〈応募締切〉平成２５年１１月１５日（金）    

〈お問合せ先> 認定ＮＰＯ法人 

    ふくしまＮＰＯネットワークセンター 

        電話 024-528-1211 

ふくぎんみんなのサポート市民活動助成金 
 

〈対象〉 

  高齢者を守る活動、子どもの教育を支える 

  活動など、未来づくりに自発的に取り組む 

  活動 

〈助成金額〉１団体あたり１０万円 

      （３団体予定 ） 

〈応募締切〉平成２５年１１月１５日（金）    

〈お問合せ先> 認定ＮＰＯ法人 

    ふくしまＮＰＯネットワークセンター 

        電話 024-528-1211 

大阪コミュニティ財団 2014年度助成     
 

〈対象〉１年以上の活動実績を有する非営利団体（法人格の有無は問 

    いません）が、2014年４月１日から2015年3月31日まで 

    の間に、実施を予定している公益に資する事業 

    医学医療の研究、難病対策・医療患者支援、青少年の健全育 

    成、芸術・文化の発展・向上、健康増進・健全育成の支援、 

    環境の保護・保全、地域社会の活性化、震災復興活動支援、 

    社会福祉の増進 など12の応募分野あり 

〈助成金額〉１万円～５００万円（応募する基金により） 

〈応募締切〉平成２５年１１月２９日（金）  

〈お問合せ先〉公益財団法人 大阪コミュニティ財団 事務局  

        山本・勝山・坂上  電話 06-6944-6260  


