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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 １２・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 

フ コラム 
テ ！！ 

 「ＮＰＯ（市民活動）と学び」 
  

 福島大学名誉教授／ 

 ＮＰＯ法人ふくしまＮＰＯネットワークセンター理事 

                       北村 寧 

 ＮＰＯ、市民活動団体、サポートセンター等々で講座、学習会、講

演会、研修会など広い意味での学習活動が活発に行われています。私

が所属するふくしまＮＰＯネットワークセンターはもちろんのこと、

ふくサポ（福島市市民活動サポートセンター）ではＮＰＯマネジメン

ト講座、市民活動ステップアップ講座など多くの講座や講演会を開催

しています。また、ふくしま地域活動団体サポートセンター（福島

県）は県内各地で多様な内容の講座、講演、交流会などを開催してい

ます。 

 2013年11月、私はふくしまＮＰＯネットワークセンター主催

「のっぽアカデミー」（ＮＰＯのための広報スキルアップセミナー

『伝えるコツを身につけよう』ｉｎ福島）に出席しました。大手広告

会社・電通のベテラン社員の講師は、豊富な実例を挙げながら、一般

消費者の目を引く広告制作の「コツ」を話されました。ＮＰＯはミッ

ション（使命）を持つ団体ですので、その広報は商品の宣伝とは異な

る面がありますが、対象者に訴える文章をどう書くかという点で大変

参考になり、多くのことを学びました。 

 ３．１１大震災と原発事故以降、被災者・避難者の支援、生活の再

建、地域・産業の復興に関わって課題が山積しており、多くの市民お

よび市民団体が諸課題に積極的に取り組んでいます。だからこそ学習

活動が活発なのではないでしょうか。諸課題の解決のためには現状を

正確に把握する力、現実的な解決策を提起する力、将来を予測する力

などが不可欠で、こうした力量は「学習」なしに身に付くはずがない

と思うからです。 

現在のような変化が激しく、きびしい時代に求められているのは

「自分の頭でモノを考え、自分の行動の結果に責任を取る」人間だと

思います。容易ではありませんが、絶えざる学習により、そうした人

間に一歩でも近づきたいものです。 

 学習は苦しさを伴いますが、本質的に楽しいものです。なぜなら、

学び始めると、それまで分からなかったことが分かるようになるから

です。分かれば分かったで、また新たな疑問や未知なるものが生まれ

てきます。学習は未知なるものを解明する無限の営みです。学習（学

び）は私たちの人生を豊かにし、「生きる力」を与えてくれると確信

しています。 

○コラム 

「ＮＰＯ（市民活動）と学び」 

○福島市の活動団体を訪ねる 

 第２７回  

 ＮＰＯ法人ふくしまバリアフリーツアーセンター  

○イベント現場からレポート 

  ビーンズふくしま 他 

○助成金・イベント情報   

○ふくサポ探検隊～ＮＰＯ悩むを考える「広報」～ 

          

編集後記 
 今年も早いもので、間もなくお正月ですね。お正月は、日本の行事の中で最も古くから存在するものだと言われてい

ます。しかし、その起源はまだ詳しく分かっていません。仏教が伝来した6世紀半ば以前より正月は存在していたと

か。「お盆」の半年後にやってくる正月は、本来お盆と同じく「先祖をお祀りする行事」だったとのこと。しかし、仏

教が浸透しその影響が強くなるにつれて、お盆は仏教行事の盂蘭盆会〔うらぼんえ〕と融合して先祖供養の行事とな

り、正月は歳神を迎えてその年の豊作を祈る「神祭り」としてはっきり区別されるようになったと考えられているそう

です。また、現在のようなお正月の行事（門松やしめ飾り、鏡餅などを飾ること）が浸透したのは、江戸時代に入り庶

民にも手軽に物品が手に入るようになってからのようです。１つ１つ意味を考え、行事を過ごすと、また、行事も格別

な味わいで、楽しめるのではないでしょうか？2014年もどうぞよろしくお願いします。  

 サポートセンターにもよく「広報では苦労されている」との相談がよせ
られます。では、「うまく伝えるにはどうしたらよいのでしょうか？」 

 
１．何を（テーマとメッセージ）、誰に(対象）、どうやって(媒体）伝 
  えるかを考えます。 
 
２．ＮＰＯ法人においては情報公開も立派な広報の１つです。ホームペ 
  ージやツイッターといったインターネットを利用した情報公開は伝 
  えたい相手の信頼を生む作業となるでしょう。 
 
３．伝えたい内容を整理してみましょう。思いつくことをいっぱい書き 
  だして、後で見直し、削ってみてください。研ぎ澄まされたメッセ 
  ージにかわっていきます。 

 
４．伝えるべき相手はどんな人なのでしょうか？相手を絞ったら、言い 
  たいことを相手にあわせ、相手の関心をひくには、どうしたらよい 
  か考えてみましょう。 

 

５．伝える手段を工夫してみましょう。 

 

  ★ＳＮＳの「大量口コミ」の時代到来！！フェイスブックを利用し 
   た口コミは効果ありです。 
 

  ★直に連絡があれば特別感があります。「もうひと押しに！！」 
 

  ★マスコミ利用のコツは、普段から記者と仲良くしましょう。 

 

  ★マスコミへはＦＡＸやメールで情報を流すとよいと思います。 

 

  ★新聞社や記者クラブに直接出向くのもよいでしょう。 

ふくサポ探検隊～にゃんこ隊長   お悩み解決！②～ 

 2月16日（日）ＭＡＸ４階 Ａ・Ｏ・Ｚ（アオウゼ）において、

「福島市市民活動フェスティバル２０１４」を開催します！！ 
 

 市民活動団体の活動の紹介やおいしいものや小物な 

 どの販売、楽しい演奏ステージ、お役立ち講座など、

見て、触って、味わって楽しむ！学ぶ！の楽しいイ 

 ベントです。また、多目的ホールでは、「福島市民 

憲章制定４０周年記念式典」を同時に開催しており、

聞きごたえのあるパネルディスカッションや講

演会などの企画もございます。参加するもよ

し、入場して楽しむもよし！是非是非おいで 

ください！ 

ェ ス ィ ルバ 2014 開催 

 

日時 平成26年2月16日（日） 

   １０：００～１８：００ 

場所 ＭＡＸ4階 Ａ・Ｏ・Ｚ 

入場 無料 

内容 小物やうまいもの販売、展示 

   相談、ステージ ｅｔｃ 

 

ＮＰＯの悩みを 

考える 

「伝えるには？」 

http://iroha-japan.net/iroha/A01_event/10_bon.html
http://iroha-japan.net/iroha/B02_food/02_mochi.html
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代 表 者：理事長 渡邉 和裕 

事務所所在地：福島市栄町１－１ 福島駅西口２Ｆ 

                     福島市観光案内所内 

連 絡 先：ＴＥＬ ０２４－５３１－７３８２ 

Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.fukushima-bftc.jp/ 

営業時間：１０：００～１８：００（木曜、年末年始定休） 

会  員：６１名 

活 動 歴：４年半（２００９年６月にＮＰＯ法人の認証を受ける） 

活動目的：高齢者・障がい者の方々が安心して楽しい旅行ができる  

     ように、各施設のバリアフリー状況の情報提供を行い、 

     福祉向上と観光振興事業に寄与することを目的とする。    

            

イベント現場からレポートイベント現場からレポート  

 １２月８日（日）福島市市民活動サポートセン

ターにおいて、「住友商事 東日本再生 ユース

チャレンジプログラム インターン奨励プログラ

ム インターン中間報告会」が行われた。このプ

ログラムは住友商事が主催し、ＮＰＯ法人市民社

会創造ファンドが企画し、ＮＰＯ法人ふくしまＮ

ＰＯネットワークセンターが現地協力団体とし

て、若者の人材育成を目的に9か月間、ＮＰＯで

インターン活動をするというもので、現在、県内

で４つのＮＰＯ法人が受入れている。この日は、

初めての発表とあり、緊張の面持ちで6人のイン

ターンが活動内容や課題、今後の目標などを発表

した。インターンは来年3月で活動を終了する。

現在、来年度のインターン受入れ希望団体を募集

している。 

住友商事 東日本再生  

ユースチャレンジプログラム インターン中間報告会 

 

 ２７回目 ＮＰＯ法人 

  ふくしまバリアフリーツアーセンター     

 師走に入り、街がクリスマス一色のなか、センター長の 

佐藤由香利さんにお話しを伺いました。穏やかな語り口の 

なかにも、熱い想いが伝わってきました。 
 

活動を紹介してください。 
 

  福島市内を中心とした福島県内全域の観光施設、宿泊 

 施設のバリアフリー調査を行い、ホームページ、ブログ、 

 ツイッターで情報を発信しています。車いすの無料貸出 

 や入浴介助の手配など、その方のお身体にあった必要な 

 情報を提供しています。 
 

東日本大震災を経験し、新しい取り組みを始められたそう 

ですが、どのような取り組みか教えてください。    

  当センターの理事には、各地の観光協会の会長、様々な障がい者団体の代表など、いろいろ 

 な分野で活躍している方がいらっしゃいます。その障がい者団体代表を務める理事の協力を得 

 て、震災時障がいをお持ちの方や疾患をお持ちの方がどのような経験をされ、どの様に対応し、 

 何に不便を感じたか聞取り調査を行いまとめようと、現在月に２回『みんなのＵＤ情報委員会』 

 を開催し、活動しています。「震災を経験した“福島だからこそできること、やれること”を 

 発信していこう。」と張り切っています。現在、県内の障がい者団体のみなさんへお願いした 

 アンケートをまとめ、その結果をもとに、今後必要な備えなどをホームページ等で発信してい 

 きたいと思います。また、観光協会の会長を務める理事の方々のお力をお借りし、福島市内の 

 観光業者のみなさんへ、障がいをお持ちの方などへどのように対応すればよいか等の普及活動 

  を行っていきたいと考えています。障がいの方・高齢の旅 

  行者のみなさんが身体的不安を少しでも解消し、安心して 

  福島に訪れていただけるような活動をしていきたいです。 
 

 最後に皆さんに呼びかけたいことをお願いします。     

   現在全国には、障がいの方や高齢の方など旅に身体的不 

  安を抱えるみなさんへ対応できる相談センターが、北は北 

  海道から南は沖縄まで、当センターを含め１５地域あり、 

  同じ水準で調査した情報を発信しネットワークを組んで活 

  動しています。そのため、福島にとどまらず全国のバリア 

  フリーツアーセンターへのご紹介も可能です。旅行に行き 

  たい、温泉に行きたい。でも、旅行先の状況が少し不安…。        

  そんな方は、是非お気軽にご相談下さい。一緒に素敵な旅 

  を実現させましょう！！ 

  

  

                                               

                             

（上写真）おはなし会の様子 

（上写真）報告をするインターン 

 １２月２２日（日）福島市市民活動サポー

トセンターにおいて、ハートフル☆スタジオ主

催でギターと歌のコンサートが行われた。福島

大学の学生が代表をつとめるハートフル☆スタ

ジオは福島に元気を届けたいとばかりにクリス

マスの装いで、クリスマスの曲を含む音楽をギ

ターや歌で観客に届けた。会場の楽しげなムー

ドに思わず、歌を口ずさむ観客もいた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １２月７日（土）、8日（日）福島市市民活動サ

ポートセンターにおいて、ＮＰＯ法人ビーンズふ

くしまの主催「東日本家族応援プロジェクト２０

１３ ｉｎ福島市」が開催された。「支援者支援

セミナー」や「支援者のためのドラマ表現ワーク

ショップ」、「立命館大学教授の団士郎氏の漫画

トーク」、「子どもたちのための遊びのワーク

ショップ」など会

場内では様々なプ

ログラムが行われ

た。また、会場に

展示されている団

士郎氏の家族漫画

展に涙する来場者

もいた。 

 

東日本家族応援プロジェクト２０１３ ｉｎ 福島市 ハートフル☆スタジオコンサート 

（上写真）マンガトークをする団士郎氏 

（上写真）ハートフル☆スタジオの演奏会 

 

 １０月２６日（土）、中合

デパートにおいて、しかけ絵

本をつかったおはなし夜会の

おはなし会が開催された。こ

れは10月１7日から２８日の 

日程で岩瀬書店が行ったしかけ絵本展にあわせて開

催したもので、来場者は次々と披露される楽しい仕

掛けに笑い声や感嘆の声をあげ、楽しんでいた。 

（上写真）駅西口の福島市観光案内所 

 （ふくしまバリアフリーツアーセンターは 

  案内所内にあります！） 

（上写真）センター長の佐藤由香利さん。皆さん 

 の相談に優しくきめ細やかに対応されています。 

（上写真）『着脱式』車いす緊急避難装置、 

    JINRIKI（じんりき）の使用体験風景。 

    センターでは、JINRIKIの無料貸出 

    と販売を行っています。  

しかけ絵本展でおはなし会 

広報のコツセミナー 

 １１月１６日（土）、コラッセふくしまにおい

て、ＮＰＯ法人ふくしまＮＰＯネットワークセン

ター主催「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が開催された。

講師はテレビにも出演され、数々のＣＭをてがけて

いる株式会社電通の鈴木武人氏で、チラシや映像を

用いて様々な事例をもと

に、わかりやすく伝える

コツを解説した後、自分

の所属する団体について

伝える実践を行った。参

加者はあっという間の楽

しく学ぶ時間であった

と、感想を語った。 

（上写真）講義をする鈴木武人氏 
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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 

セブン-イレブン記念財団2014年度公募助成 
 

〈対象〉①地球温暖化対策助成…「自然環境の保護・保全」を通じた 

    CO２の吸収・固定活動 ②活動助成…環境市民活動 ③自立事 

    業助成…助成期間内に、事務所家賃・人件費などの経費を安定 

    的に確保できる自主事業を構築・確立し、自立した活動ができ 

    る環境NPOを目指す団体 ④清掃助成…ごみのない環境をつく 

    る活動 ⑤緑化植花助成…緑と花咲く街並みをつくる活動 

〈助成金額〉①1団体あたり上限200万円×原則3年間継続 ②1団体あ 

     たり上限なし ③1団体あたり上限400万円×原則3年間継続  

     ④1団体あたり上限30万円 ⑤1団体あたり上限50万円 

〈応募締切〉平成２６年１月２０日（月） 

〈お問合せ先〉一般財団法人 セブン-イレブン記念財団 

        電話 03-6238-3872（9:30～17:00 土・日曜を除く）    

  「東日本大震災復興支援 JT  

      NPO応援プロジェクト」第3回助成 
 

〈対象〉岩手県・宮城県・福島県のいずれかの県に 

    おいて、民間非営利組織が地域の人々と共 

    に取り組む、コミュニティの復興・再生・ 

    活性化に向けた事業 

〈助成金額〉1件あたり300万円以上、500万円以内 

〈応募締切〉平成２６年１月２０日（月） 

〈お問合せ先〉 

  認定特定非営利活動法人 日本NPOセンター 

  『東日本大震災復興支援 JT  

       NPO応援プロジェクト』事務局 

     電話 03-3510-0855（月曜～金曜9:30～18:30）   

      第４回夢屋基金    
 

〈対象〉活力あふれ豊かな未来のために行う、子 

    ども健全育成、環境保全、災害救援、発 

    展途上国支援の分野の活動。法人格取得 

    後１年以上の活動実績を有する団体。    
 

〈助成金額〉1件あたり上限原則50万円以内   
 

〈応募締切〉平成２６年１月３０日（木）  
 

〈お問合せ先〉公益財団法人公益推進協会 

       夢屋基金事務担当 高野 

         電話 03-5425-4201 

           （平日10:00～18:00） 

東日本大震災現地NPO応援基金 

（一般助成・第2期）第7回     
 

〈対象〉岩手県、宮城県、福島県において直接被 

    災者の生活再建を支援する現地NPOが、 

    今後の活動を充実していくために組織の 

    力をつけていくための組織基盤強化事業 

〈助成金額〉１件あたり300万円以内   

〈応募締切〉平成２６年１月３１日（金）    

〈お問合せ先> 

    特定非営利活動法人 市民社会創造ファンド 

       担当：坂本・武藤   

         電話 03-5623-5055 

 2014年度・第10回「未成年者飲酒予防基金」 
 

〈対象〉下記の①、②の両方の条件を満たす方 

  ① 主として未成年者の飲酒予防のための社会活動 

  または研究を主宰・実施している団体、個人 

  ② 現在実施している、または今後実施を予定して 

      いる社会活動または研究 

〈助成金額〉１件あたり上限100万円 

〈応募締切〉平成２６年２月２０日（木） 

〈お問合せ先〉 

   アサヒビール株式会社 社会環境部内 

   「未成年者飲酒予防基金」事務局 

          電話 03-5608-5195 
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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・今野明美・黒澤敬子） 

 劇団ＮＬＴ公演「ＯＨ！マイママ」     
 

     ～心、温まる 優しい喜劇～ 
 

 フランス国会議員アルベールの妻の失踪の鍵を  

 握るアメリカ陸軍大佐フランク。 

 ある秘密を胸に、彼はなぜやってきたのか！！ 
 

〈日時〉１月２５日（土） １８：３０～ 

      ２６日（日） １３：３０～  

      ２７日（月） １８：４５～ 

      ２８日（火） １３：３０～ 

〈場所〉福島テルサ ＦＴ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  

～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 

         （1月９日・2月1３日・３月１３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 

  

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。 
    （1月１１日・2月８日・３月８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。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 

「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 

        （1月1２日・2月９日・３月９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 

    福島市「市民後見人養成研修」 

     ［基礎講座］の開催     
 

 超高齢社会にあって、判断能力が低下した高齢者や障  

 がい者の権利を守る市民後見人の存在が重要となって 

 います。多くの市民の方の受講をお待ちしています。 
 

〈日時〉1月14日・21日・28日・2月4日      

            毎週火曜日（全4回）10:00～17:00 

     ＊4日間全日程受講可能な方 

〈場所〉福島市中央学習センター 

〈講義〉・成年後見制度の基礎 ・後見人の実務  

    ・市の福祉諸制度 ・自治体の役割 他 

       (受講時間…計２２時間) 

〈受講料〉無料 ＊希望者に参考書を有料にて頒布    

〈お問合せ先〉 

  ＮＰＯ法人 市民後見サポートの会 

       ＴＥＬ/ＦＡＸ 0２４－５２２－１４２６ 

  

成年後見フォーラムのお知らせ 
 

〈日時〉２月６日（木）13:30～16:10 

〈場所〉福島県文化センター 小ホール 

〈内容〉テーマ『市民後見と成年後見制度』    

 ［基調講演］13:30～14:４0 

    講師  中央大学教授・日本成年後見法学会 理事長      

    新井  誠 氏 
   

 ［パネルディスカッション］14:５0～16:10 

  ｺー ﾃ゙ ｨﾈー ﾀー   新井  誠 氏 

  ﾊﾟﾈﾘｽﾄ  齋藤 修一 氏 (品川成年後見センター室長) 

    ﾊﾟﾈﾘｽﾄ  松本 喜一 氏 (福島介護福祉専門学校教員) 
 

〈お問合せ先〉認定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 

月に一度だけの小さなカフェ 駅カフェ ボンマルシェ 
 

福島交通飯坂線の駅『曾根田駅』の駅舎で、毎月一回開催される 

 カフェです！レトロでかわいい曾根田駅での小さな小さな手づく 

 りカフェ。手づくりスイーツと軽食、生ライヴ……等々。 

 駅を通じてもっと福島を元気にしていきたいと願っています。 
 

〈日時〉１月１１日（土）・２月８日（土）11:00～18:00 

〈場所〉福島交通飯坂線 曾根田駅駅舎 
 

〈お問合せ先〉駅カフェ ボンマルシェ 齋藤 

                    ＴＥＬ 024-563-3680・090-6456-0800           

  主催：ふくしま手づくりマルシェ実行委員会 

    協力：福島交通鉄道部 飯坂温泉観光協会 


