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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、ふくサポはＮＰＯ法人ふく 
しまＮＰＯネットワークセンターが
福島市の指定管理者として、管
理運営を行っています。 
 

２０１４年 ４ ・ ５ 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 

   

  「ごあいさつ」 

  
               

                 福島市市民部 市民活動支援課長  

                               西坂邦仁 

 ４月１日付の人事異動により、市民活動支援課長に就任いた

しました西坂邦仁と申します。 

 福島市市民活動サポートセンターは、市民との協働のまちづ

くりを推進するため、協働の担い手の育成・支援と市民活動の

促進を図ることを目的として、平成１７年３月にラヴィバレ一

番丁３階にオープンし、平成２２年５月には現在のチェンバ大

町３階に移転しました。相談業務や印刷機貸し出しに加え、多

目的ホールや会議室などの機能を追加し、誰もが気軽に情報交

換ができ、会議やイベントなど幅広い使用が可能となってい

ます。平成２５年度の利用者は14,5２３人となり前年に比べ

約2,000人増加し、平成１７年度の利用者数2,437人の約６倍

と飛躍的に伸びています。サポートセンターの立地性や機能性

が市民の皆さんに認知され、定着してきている状況にあると考

えております。 

 さらに、この４月１日から指定管理者制度を導入し、利用団

体の登録や利用申し込みなどが迅速化し、一層利用しやすい施

設となっております。 

 今後におきましても、市民活動団体を取り巻く情報収集と発

信などにより、団体や人材の育成等に務めていきたいと考えて

おります。各団体の皆様にはサポートセンターを大いにご活用

いただき、市民活動の輪をさらに広げていきたいと思いますの

で、今後ともよろしくお願い申し上げます。 

        ○市民部 市民活動支援課長ごあいさつ 
 

○コラム  

 「ふくサポの可能性を拡げる『指定管理者』に」 
 

○イベント情報 
 

○助成金情報   
 

○平成26年度福島市市民活動活性化支援事業紹介 

  

          

 

 (３)新規事業チャレンジ部門 <活動支援> 
 ・対象団体→身近な地域課題や多様化する課題など、    

       新規事業を展開する団体で、３ヵ年の 

       ビジョンを持っていること 

                   設立後５年以上の団体 

 ・上 限 額 →全体で60万円 

 ・補助期間→３年以内（同一事業１回限り） 

 ・補 助 率 →２/３以内          

 ・対象事業→多様化する課題に取組む新規事業の準 

       備、実施に関する事業 

 (４)地域別まちづくり部門 <地域振興支援>   

 ・対象団体→地域のまちづくりに資する新規事業を 

       行おうとしている団体     

 ・上 限 額 →５０万円 

 ・補助期間→３年限度（同一事業１回限り） 

 ・補 助 率 →２/３以内   

 ・対象事業→地域のまちづくりに関する新規事業                

 
 

編集後記 
 お花見に華やぐ４月。桜の季節には何故か明るい気分になれる方も多いのではないでしょうか？お花見は奈

良時代の貴族の行事が起源だと言われているそうです。しかし、奈良時代に楽しんだ花は梅。桜がお花見の中

心となったのは平安時代からとか。「日本後記」には、嵯峨天皇が「花宴の節」を催したと記録があり、これ

が記録に残るお花見の初出だそうです。その後、お花見は宮中で天皇主催の定例行事となり、「源氏物語」に

もその様子が描かれています。また、時は移り、豊臣秀吉も大規模なお花見を行ったと言われています。で

も、意外にもお花見の風習が庶民に広く広がったのは江戸時代になってからなのだそうです。日本を代表す

る花の１つである桜は数々の時代を見続けてきたのでしょうね。 

ふくサポも今年度から指定管理者制度が導入され、新たな時代に突入しました。今後も皆様に愛される、よ

りよいふくサポになれるよう一層心掛けてまいりますので、よろしくお願いします。 

                                  内山、桜井、菱沼、秋廣 

応募を 

お待ちして

います！ 

市民活動団体の組織強化のための活動や事業を応援します！ 
 

平成２６年度 福島市市民活動活性化支援事業 

応募団体募集中！！ 
    

 ＜補助対象団体＞（※部門ごとの条件もあります） 

 ○活動主体が福島市内  ○構成員が５名以上  

 ○地域住民により組織された住民自治組織や地域活動団体およびＮＰＯ、 

  ボランティアなど市民公益活動をおこなう団体 

 ○政治、宗教または営利を目的としていない 

 

 ＜対象事業部門別補助金の種類＞ 

(１)ファーストステップ部門 <立上期>         
・対象団体→市内で市民活動を行っている、または始 

      めようとしている経営基盤の弱い団体    

      設立後５年未満の団体 

      財政規模が年間100万円未満の団体             

・上 限 額 →１年目１０万円、２年目５万円             

・補助期間→２年間（１団体１回限り）    

・補 助 率 →１０/１０以内                        

・対象事業→団体の設立又は活動準備に関する事業、     

      団体の目的とする市民活動事業                       

(２)ステップアップ部門 <継続期>         
・対象団体→団体目的の実現を目指し、活動の継続性 

      を高めようとしている団体    

      設立後３年以上の団体                  

・上 限 額 →１年目２０万円、２年目１０万円            

・補助期間→２年間（１団体１回限り）                       

・補 助 率 →１年目２/３以内、２年目１/３以内                                          

・対象事業→団体の運営や自立強化に関する事業、継 

      続的な活動の推進に関する事業、市民理 

      解の推進に関する事業 

 ＜補助対象経費＞ 
  報償費 ／ 旅費 ／ 消耗品費 ／ 印刷製本費 ／ 通信運搬費 ／ 委託料 ／ 保険料 ／ 使用賃借料 ／  

  備品購入費 ／ 負担金  注）食糧費は補助対象外です。 

 ＜応募締切り＞ 
  平成２６年５月１６日（金） 

 ＜募集要領・申込書の配布場所＞ 

  市民活動支援課（市役所2階）及び各支所・学習センター、市民活動サポートセンターなどの公共窓口     
 

お問合せ先 

  福島市役所 市民活動支援課  ＴＥＬ ０２４－５２５－３７３１（直通） 
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コラム 

～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 

         （5月8日・6月12日・7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 (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 

成年後見相談所 
 

－ 人としての尊厳を保って暮らしたい（法定後見）－ 

－ 将来も安心して私らしく暮らしたい（任意後見）－ 

に関する相談所
● ● ●

を開設しています 
  

   ◆常設相談所◆ 

    （日時）毎週火曜日・木曜日  
         16:00～18:00 
     （場所）ふくしま成年後見センター事務所 

 ◆定期相談所◆ 

    （日時）偶数月の第1土曜日   
         14:00～16:00 
     （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３Ｆ） 

〈相談料〉無料 

〈申込み方法〉電話又はＦＡＸでご予約ください 

〈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（市役所正面南） 

   ＴＥＬ・ＦＡＸ ０２４－５３５－５４５１ 

    第５８回  春のバザー 

 

 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。 
 

〈場所〉新浜公園内（小雨決行・大雨中止） 

〈日時〉５月３日（土） 10:30～15:00 

                  ４日（日） 10:00～13:30 

 ～ 主な商品～ 

     オリジナル手工芸品 古本 衣類 

     日用品 など  ※ 格安で販売いたします 
  

 ＊ バザー期間中、会場内で準備を手伝っていた 

     だける方を募集しています。 

   詳しくは、下記にお問い合わせ願います。 
 

〈お問合せ先〉ＮＰＯ法人 生きる  

              ＴＥＬ 024－523－3853 

        ＦＡＸ 024－523－3857 
              （9:30～17:00  土・日・祝祭日除く） 

 この4月から、福島市市民活動サポートセンターは、認定NPO法人ふくしまNPOネッ

トワークセンターが、「指定管理者」として管理運営を担うことになりました。今まで

も、ふくしまNPOネットワークセンターが市からの委託を受けて施設の管理運営を担っ

て参りましたが、これからは条例で公の施設と認められた福島市市民活動サポートセン

ターを、「指定管理者」として管理運営に携っていくことになりました。 

 そうなると、一体どこがどう変わるのでしょう？ そもそも指定管理者制度は、NPO

セクターにとってみると、大きな流れとしては、公共サービス市場への参入が可能にな

ると捉えることができます。そこで、留意しなければならないのは、行政側の財政支出

の削減目的と、NPOセクター側での収益確保という目的のみが合致するところに収斂し

ていくことが本意ではないことです。NPO・市民セクターにおいても、利用者の声をよ

く聞き、創意工夫を重ねながら、サービスの質を高め、結果としてコスト・パフォーマ

ンスを高めていくことが求められています。また、指定管理者側にも一定の管理運営上

の裁量権が与えられます。その意味からも、地域で活動するNPO・市民セクターのニー

ズを汲み上げ、より確かな公の施設としての充実したサービスが提供できるよう、地道

な業務改善が必要になるものと考えております。 

 福島市市民活動サポートセンターの管理運営は、そもそも中間支援組織であるふくし

まNPOネットワークセンターの本来業務とも重なっており、これまでも誠心誠意取り組

んできたつもりですが、「指定管理者」になったこの機会に、NPO・市民活動団体にさ

らに信頼される管理運営に努めたいと思います。どうぞ新生福島市市民活動サポートセ

ンターを存分にご活用下さり、市民の皆さまと一緒に新しい公共を担っていきたいと思

いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 

  

                                               

※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・菱沼美香） 

お知
らせ

 

 イ
ベン

ト 

    情
報 

     「ふくサポの可能性を拡げる『指定管理者』に」 

  
  

                                                 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 

 ｅ－ラーニング学習体験会 ＆ 

      音あそび１年プログラム 
 

体験型未来づくりネットでは、ｅ－ラーニング学習 

の１ヶ月間の無料体験を実施中です。幼児音感育脳 

教育やセンター試験対策講座、社会人向け資格取得 

講座まで様々な年代の方が学ぶ機会を提供します。 

幼児向け音遊び１年プログラムも開催。プログラム 

終了後は、発表会を開催予定です。 
 

〈体験会開催日時〉毎週土曜日・日曜日 
       10時～12時、13時半～15時半、16時～18時 
 

〈音遊び開催日時〉毎月第２日曜日 10時～11時 
 

〈場所〉福島市市民活動サポートセンター  
 

〈参加費〉体験会…無料     (日時は変更の場合もございます)  

     音遊び…１回 500円（0歳 無料） 
 

〈お問合せ先〉体験型未来づくりネット 西川 

    ＴＥＬ/ＦＡＸ ０２４－５３３－８１８０ 

                       携帯 ０８０－６０５０－８８３０ 

住友商事 東日本再生ユースチャレンジ・プログラム 

－インターンシップ奨励プログラム－ ２０１４  
   

  東日本大震災の被災地、福島県で活動している７つのNPOにお 

  いて、長期にわたってNPOの活動を体験してみたいという方を 

  募集します。被災地の再生に取り組むＮＰＯの活動へ参加して 

  みませんか？ 
 

〈インターン期間〉 

  7月1日～2015年3月31日の9ヶ月間で200時間～300時間 

〈対象者〉10代後半から30代前半の若い世代 〈募集人数〉8名程度 

〈インターンへの支援〉活動１時間あたり８００円の奨励金 

  研修活動のための旅費等補助、往復実費交通費支給(片道上限1000円) 

〈応募締切〉201４年5月15日（木） 

〈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 

☆ 取材におうかがいした 住友商事インターンシップ修了報告会、生と死を考える福島の会主催講演会、 

  第一回ＰＯＰ演劇祭、講演会「喪失体験をした子どもたち～周囲の大人が寄りそい、支えるために～」 

  についてはふくサポホームページへ取材記事を掲載させていただきます。  

ふくサポイベント取材活動のお知らせ 
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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・菱沼美香・秋廣一雄） 

助成金 

活動支援 

   情報 

チャイルドラインふくしま<第四期> 

受け手養成講座 
 

 「チャイルドライン」は、18歳までの子どもが 

  かける専用電話です。子ども達の心の声を共に 

  聴き、想いを受け止め、共に考え、子ども達自 

  身が決定していけるよう伴走する、そんな「受 

  け手」の一人になっていただけませんか？ 
 

〈日時〉５月２４日(土)・31日(土)  
    ６月８日(日)・14日(土)・28日(土)  
            10：00～17：00 （全5日間）  
〈場所〉佐平ビル９階会議室 
    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） 
〈費用〉 一般 7000円     
     学生 2000円   
〈お問合せ先〉チャイルドラインふくしま事務局 
          ＴＥＬ ０２４－５６３－４１９１ 
           （月曜～金曜 ９時～１７時） 

 ふくサポ通信発送ボランティア募集 
 

 福島市市民活動サポートセンターでは、隔月  

 発行のニュースレター「ふくサポ通信」の発 

 送作業をお手伝いいただける方を募集中です。 

 ふくサポスタッフやボランティアのみなさん 

 との交流を楽しみながら、一緒に作業に参加 

 していただけませんか。 
 

〈作業日程〉偶数月の月末３日間位を予定 
      （作業進行の都合により変更の場合有） 

                    * 参加できる時間帯のみの参加で結構です 
 

〈場所〉福島市市民活動サポートセンター  

    印刷室 
 

〈お問合せ先〉 

    福島市市民活動サポートセンター 

       ＴＥＬ ０２４－５２６－４５３３   

第38回子ども緊急サポートネットワーク

スタッフ会員養成研修会（福島市）開催 
 

「ありがとう」と言われる活動に参加しませんか？ 
 

仕事と子育ての両立できる社会づくりの為、地域の

子育て支援に関心のある方を募集します。全日・全

過程修了で、地域の子育て支援に参加できます。 
 
〈日時〉５月２１日(水)・２２日(木)・２６日(月) 

                ２７日(火)・２９日(木)（全５日間）  

      １０：００～１７：００ 

〈場所〉福島市国体記念体育館   

〈費用〉無料（但し資料代 3000円） 

            単発参加：1講座500円 

〈お問合せ先〉 

  ＮＰＯ法人 まごころサービス福島センター 
                                      (子育て支援部門) 

  『こども緊急サポートネットワークふくしま』 

         ＴＥＬ ０２４－５９２－２２７０ 

平成２６年度ニッセイ財団 高齢社会助成 

地域福祉チャレンジ活動助成 
 

〈対象〉以下の３つの分野に関する活動、研究   

 第１分野：「いつまでも地域で高齢者が安心した  

 生活が送れるまちづくり(地域包括ケア)の推進」  

 在宅サービス(医療、ケア、住宅等を含む)の推 

 進、高齢者を支える介護・看護・医療連携システ 

 ムの開発、実践等。 第２分野：「高齢者の生き 

 がい・自己実現・就業支援」 人生９０年時代の 

 ライフサイクル構築への取組、高齢者ボランティ 

 ア養成等。 第３分野：「認知症の人が地域で安 

 心した生活ができるまちづくり」 認知症ケアへ 

 向けて医療と介護の連携、認知症の人の権利擁護 

 の推進等。  

〈助成金額〉１件あたり最大400万 

      （１年最大200万） 

〈応募締切〉平成２６年５月３１日（土） 

〈お問合せ先〉ニッセイ財団 高齢社会助成 事務局 

       電話 ０６－６２０４－４０１３       

 東日本大震災現地ＮＰＯ応援基金 

 [特定助成]大和証券 フェニックスジャパン・    

             プログラム2014 
 

〈対象〉東日本大震災の復興支援(被災者の生活再 

 建等の支援)を進める岩手県、宮城県、福島県の 

 ＮＰＯ法人において、人材を雇用し育成するも 

 の。特に以下の目的をもつＮＰＯ法人を重視。 

 ① 社会的に弱い立場にある被災者の生活再建を  

   支援  

 ② 被災者の安心・安全な居住・生活基盤の再建  

   を目指した復興まちづくりを支援 
 

〈助成金額〉1件あたり500万円以内 
 

〈応募締切〉平成２６年５月２９日（木） 
 

〈お問合せ先〉 

  特定非営利活動法人 市民社会創造ファンド 

  「大和証券フェニックスジャパン・プログラム」 

                                                         事務局  

    担当：神山・山田 電話 03-5623-5055  

  福島県男女共生センター  

    地域課題調査・研究 募集    
 

〈対象〉県内の男女共同参画社会の実現に資する 

            調査や研究 

 ① 日ごろの活動を通して疑問に感じた男女共同  

     参画に関するもの  

 ② 男女共同参画推進の障害となっていることに  

   関するもの  

 ③ 女性への暴力に関する実態調査やヒアリング  

 ④ 東日本大震災及び福島第一原子力発電事故に 

   関連した地域の問題や課題について  

 ⑤ 男女共同参画に関する地域の状況や課題につ   

   いての啓発教材の作成  

 ⑥ そのほか、男女共同参画に関するもの 

〈助成金額〉１件あたり上限３０万円 

〈応募締切〉平成２6年５月３１日（土） 

〈お問合せ先〉 

  福島県男女共生センター「女と男の未来館」 

  企画調査課 電話０２４３－２３－８３０３ 

 2014年度自然体験活動支援事業 

  「第13回 トム・ソーヤースクール企画コンテスト     
 

〈対象〉子どもたちが参加する、自然の中での体験活動で、ユニークさ 

    と創造性にあふれ、高い教育効果が得られる活動 

〈支援金〉１団体あたり10万円（計50団体を選考） ＊参加賞もあり 

〈表彰〉【学校部門】文部科学大臣奨励賞…100万円＋ﾁｷﾝﾗｰﾒﾝ1年分   

          優秀賞…50万円＋ﾁｷﾝﾗｰﾒﾝ半年分  

    【一般部門】安藤百福賞…100万円＋ﾁｷﾝﾗｰﾒﾝ1年分  

          優秀賞…50万円＋ﾁｷﾝﾗｰﾒﾝ半年分 

    【トム・ソーヤー奨励賞】ﾁｷﾝﾗｰﾒﾝ半年分 

〈応募締切〉平成２６年５月１７日（土）   

〈お問合せ先> 公益財団法人 安藤スポーツ・食文化振興財団 

       「トム・ソーヤースクール企画コンテスト」係  担当：野村   

         電話 ０７２－７５２－４３３５   

「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 

        （5月11日・6月8日・7月13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 

 第８回よみうり子育て応援団大賞 
 

〈対象〉子どもや親を対象にした支援活動を行 

  う国内の民間のグループや団体。「子育て  

  サークル」「男性の育児参加」「女性の就 

  労支援」「子どもの福祉」のほか、どのよ 

  うなテーマの活動でも可。活動年数や人数 

  は問わない。発展途上のグループなど幅広 

  い団体が対象。 
 

〈表彰〉大 賞…賞金200万円（１団体） 

    奨励賞…賞金100万円（２団体） 
    

    ＊ 受賞団体には、「よみうり子育て応援団」の    

     メンバーである専門家や文化人、タレントの    

     方々が、活動や運営に協力します。 
 

〈応募締切〉平成２６年６月１０日（火） 
 

〈お問合せ先〉読売新聞大阪本社 

     「よみうり子育て応援団大賞」事務局 

        電話 ０６－６８８１－７２２８   

  

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。 
    （5月10日・6月14日・7月12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。看護師さんも相談相手と  

  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 

 エイコーン公演「アンナ・カレーニナ」     
 

   ～栗原小巻主演 世界文学の名作～ 
 

  アンナは兄の家庭不和の調停役を無事果たし、 

  夫と愛児の待つ家へと帰ってきた。そのアン 

  ナを追って青年将校ウロンスキーが現れる。 

  激しい恋に落ちる二人・・・ 
  

〈日時〉５月２４日（土） １８：３０～ 

      ２５日（日） 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  


