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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。 
・会議や行事などを行うための場
（会場）を提供しています。 
 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 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 

コラム 

「『支援する』よりも『一緒に頑張る』で 」 
  

 ＮＰＯ法人ふくしまＮＰＯネットワークセンター理事／ 

 福島大学特任教授               清水 修二 

この７月に、福大の学生たちを連れて岩手県大槌町へ行きました。

大槌町は3.11の大津波で壊滅的な被害を受け、町長以下役場の幹

部がほとんど亡くなってしまった所です。その町のNPOが「被災地ツ

アー」を行っていて、私たちはあちこち案内してもらったり話を聞かせ

てもらったりしたわけです。その際、私は学生諸君にこう言いました。

「岩手の人たちは津波の被災者だが、福島のわれわれは原発事故の

被災者だ。同じ被災者の立場で共感し合えるような視察をしようじゃ

ないか」と。 

 福島県内で浜通りの被災者のみなさんを支援するという場合にも、

こうした見方は重要だと私は思っています。「あなた支援される人、 

わたし支援する人」といった態度は良くないでしょう。事故からもう３ 

年半以上も過ぎました。いまさら支援といっても何をすればいいのか

分からない、と感じている人は多いのではないでしょうか。下手な態 

度で臨めば「余計なお世話だ」と言われかねません。 

 もう「支援」という言い方はよしたほうがいいかもしれません。少なく

とも福島県内にいる私たちは、同じ被災者の目線で「一緒に頑張りま

しょう」と語りかけるのが本来の姿ではないかと思います。避難はし 

ていなくても、福島県民なら同じように原発事故の被害を毎日こうむ 

っています。低線量の放射線にさらされているのは紛れもない事実 

ですし、食品の安全性や子どもたちの健康にまったく不安を抱えてい

ない県民はむしろ少数でしょう。 

県外からはいろんな声が飛んできます。一騒ぎ起こした例の漫画

「美味しんぼ」は「福島から避難する勇気をもて」などと叫んでいました

が、大方のマスコミはこれを正面から批判することもせず、「影響は分

かっていない」の一言で片付けています。こうしたことがいちいち県民

にはストレスになります。 

避難している人もしていない人も、直面している問題は本質的に違

わないと言うべきではないでしょうか。むろん避難生活そのものの苦

難は大きなものがありますから、支援が重要なことは否定しません

が、私たちは、同じ問題を共有している者として、「ともに闘う」という

思いで行動していくべきではないかと思います。 

○コラム 

「『支援する』よりも『一緒に頑張る』で」 

○助成財団シンポジウムレポート 

○イベント現場からレポート 

  ＮＰＯ法人生きる、アートさをり 他 

〇平成２６年度福島市市民活性化支援事業公開プレゼン 

○助成金・イベント情報 

〇にゃんこ隊長のふくサポ探検隊   

  お役立ち講座・図書紹介／募集情報 

 

編集後記 
 ハロウィンの飾りが楽しい10月。この時期、気分を盛り上げるものと言えば、カボチャを人の顔のようにくりぬい

たジャック・オ・ランタン。直訳すると「提灯ジャック」となり、日本でいう鬼火のことです。ジャック・オ・ラン

タンはケルトの伝承がルーツ。「悪賢いJackは、飲んだくれて払えない代金を悪魔に銀貨になってもらって払い、そ

の銀貨を十字架と一緒に納めたので元に戻れなくなった悪魔に“今後10年Jackの魂をとらない”と約束させてことな

きを得ました。そして10年後、再びJackの魂をとりにあらわれた悪魔が、Jackは従うふりをして悪魔に林檎の実を

取ってこさせ、木に登ったところで幹にナイフで十字架を切りつけ悪魔を降りられないようにしました。とうとう悪

魔は“二度とJackの魂はとらない”と約束して帰っていったとか。Jackは死後、生前の行いの悪さから天国に行くこ

とができず、悪魔との契約によって魂をとれないので地獄に落ちることもできないJackをあわれに思った

悪魔は、道しるべに石炭の明かりを灯したカブを持たせたといいます。暗い道をさまよい続ける破目に

なったJackは、安住の地を求めてあの世とこの世を彷徨うようになったそうです。」このジャックに持た

せたカブがジャック・オ・ランタン。全てのものに背景があるように活動にも想い、背景があると思いま

す。ふくサポはそれをいつも応援できる場所でありたいと思います。  （内山、桜井、菱沼、橋爪） 

にゃんこ隊長のふくサポ探検隊 

「心を育てる」感動コミック テラ・ルネッサンス／ 

           田原実作／株式会社インフィニティ発行 

 ウガンダやコンゴでの元・子ども兵支援や、カンボジアでの地雷除去支援・日

本国内での平和啓蒙活動を行っているＮＰＯ法人テラ・ルネッサンンス。Ⅰ

「鬼丸昌也さん（理事長）の挑戦」、Ⅱ「一人ひとりに未来を創る力がある」

はそれぞれ漫画で読みやすく、「生きる力」が湧いてくる一冊です。 

（上）にゃんこ隊長 

     まんがでわかる 7つの習慣／ 

      小山鹿梨子 漫画／フランクリン・コヴィー・ジャパン 監修 

「成功と幸せを手にする法則とは？」のスティーブン・Ｒ・コヴィーの「７つの

習慣」は世界で３０００万部の人生のバイブルとなっています。この本をベース

としてバーテンダーを目指して、修行を始めた女性を主人公に初めて漫画化され

ました。わかりやすいこの本に皆さんの活動のヒントがあるかもしれません。 

講座予定 （共通）場所／福島市市民活動サポートセンター会議室 定員／30名 

      ※ ★マーク講座：無料、◇マーク講座：有料 

 

★市民をお客様にしない企画～ＮＰＯ企画、広報のコツ・人がつながる広報のヒント～ 

 講師／吉田知津子氏（認定ＮＰＯ法人ハンズオン！埼玉 副代表理事） 

 日時／11月8日（土）13:30～15:30 

 

★さまざまな手法を活用したファンドレイジング～新規支援者獲得のヒント～ 

 講師／谷口玲子氏（元公益社団法人アムネスティ・インターナショナル日本  

          ファンドレイジング担当） 

 日時／12月13日（土）13:30～15:30 

 

◇広報講座～広報のコツ～楽しみながら、実践でポップを作ってみよう！！ 

 講師／林善克氏（タカラ印刷株式会社 伝わるデザイン研究所） 

 日時／12月20日（土）13:30～15:30  参加費／500円（資料代、お茶・お菓子代含む） 

 

お知らせ 
●ふくサポ館内ロビーに「スタッフ募集」「ボランティア募集」掲示コーナーを設置致し 

 ました。是非、ご活用ください。 

 

●ふくサポでは引き続きニュースレターの発送ボランティアを募集しております。楽しく 

 お話をしながら、一緒に作業をしてみませんか？ご希望の方は当センターまで、連絡を 

 お待ちしています。 

～今月の図書紹介～ 

免許証や保険証等自

身を確認できるもの

をご持参ください。 
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公 開 プ レ 

イベント現場からレポートイベント現場からレポート  

ゼ 

平成26年9月6日（土）、福島市市民活動サポートセンターにおいて「助成財団シン

ポジウム ｉｎ 福島」が開催された。これは、認定ＮＰＯ法人ふくしまNPOネット

ワークセンターとＮＰＯ支援財団研究会が共催で、福島県や福島市、福島県内各地域の

中間支援センターなどの協力のもとに行われた。このシンポジウムには、県内外から１０を超える助成財団

や助成プログラムの事務局を担う組織が参加し、100名を超える参加者で会場は埋め尽くされた。 

 

 ＮＰＯ支援研究会代表で公益財団法人助成財団センター 専務理事 田中晧氏の開会の挨拶 

 の後、第1部「助成金の基礎を知る」をテーマにＮＰＯ法人シーズ・市民活動を支える制度 

 をつくる会 代表理事 松原明氏の基調講演があり、申請するために必要 

 なこと、考え方など助成金申請のポイントをを学んだ。 

 

 第2部では、3つの事例報告があり、1つ目として報告者はそれぞれの事 

 例について、また助成する側はこの事業を選定した理由と、助成プログ 

  ラムの趣旨やポイントを説明した。「借り上げ住宅避難者のために『交 

  流ひろば』開設による自治会とコミュニティの支援プロジェクト運営事  

  業」についてＮＰＯ法人市民公益活動パートナーズ 代表理事 古山郁氏 

  の報告と、助成財団側から、日本郵便株式会社 環境・社会貢献室係長 

 佐藤祐之氏の報告があった。また、2つ目として「奥尻島、阪神・淡路の 

 教訓に学ぶ」についてＮＰＯ法人3.11被災者を支援するいわ 

 き連絡協議会 事務局長 赤池孝行氏の報告と、助成財団側 

 から公益財団法人 トヨタ財団 事務局長  

 大野満氏の報告があった。さらに、3つ目とし 

 て「雅楽の発表会（雅楽の技術の普及）」につ 

 いて雅の会・ふくしま 幹事長 木口文弘氏 

 の報告と、助成財団側からは公益財団法人東 

 邦銀行教育・文化財団 部長 山口 力良氏 

の報告があった。 

参加者は真剣に耳を傾けた。 

 

第3部では助成財団がそれぞれのプログラムについて説明

し、参加者と意見交換を行った。また、第4部では、公益 

財団法人助成財団センター プログラムディレクターの渡 

辺元氏の進行のもと、今、旬の助成プログラムや地元の補

助金助成、復興基金についての情報提供があり、福島市か

らも市民部市民活動支援課 主事 鈴木月子氏より情報提

供があった。 

 

 第5部には、各助成元がブースを設け、参加者が軽食を 

 とりながら、気軽に相談できる名刺交換会を行い、直接、 

 助成財団と情報交換しようとする参加者の姿で会場は一 

 杯になった。 

 

この助成財団シンポジウムの開催により、助成する側も 

福島の活動団体と会話をすることで、今後の助成プログ 

ラムや申請書類を選定する上での参考になった。と、ＮＰＯ支援研究 

会代表の田中晧氏は語っていた。また、この助成プログラムが是非、 

福島の復興につながることを期待したい。 

                                               

                             
 

第14回「アートさをり展」・第19回「さをりひろば福島」   ＮＰＯ法人 生きる 第５９回 「秋のバザー」 

受付で出迎える飯塚理事長

とスタッフ 

田中氏 

盛り上がる名刺交換会 

ン レポート 

（上写真） プレゼンをする申請者 

 

ＮＰＯ法人 生きるでは、9月１３日（土）・ 

１４日（日）の２日間、爽やかな秋空のもと、

新浜公園にて「秋のバザー」が開催され、沢山

のお客さんが訪れた。障がい者の自立と社会参

加、地域との交流ををはかることを目的として

開催されているバザーは、地域の有志より集め

られた衣類品や書籍、日用品などのほか、生き

るの会員による手づくりのオリジナル手工芸品

は中でも人気となっている。各商品は販売価格

が格安で提供されていた。団体理事長の佐藤眞

一氏は「ボランティアの方には親子二代で協力

して下さる方もいる。」と話し、約５０年続く

歴史あるバザーは

地域の方との交流

によって続いてい

るようだった。 

次回、春のバザー

は来春開催される

予定だ。 

     秋のバザーの様子 

９月１３日（土）、福島市市民活動サポートセン

ターにおいて「平成２６年度福島市市民活動活性

化支援事業補助金公開審査会」が行われた。６団

体の申請があり、１団体あたり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

や語り手の動作による視覚にうったえるものや、

語り口調にポイントをおいたものなど、発表者の

熱意が伝わる様々な工夫がされていた。 

採択された団体・事業は次の通り。 

＜ファーストステップ部門＞ 

子育て支援ネットワークこぼうし 

『子育て支援広場「こぼうし」の設置・運営』 

＜ステップアップ部門＞ 

一般社団法人Bridge for Fukushima 

『財政基本構築プロジェクト』 

＜地域別まちづくり部門＞ 

ふくしまの市実行委員会 

『地域密着型の街と市民をつなぐ福島活性化事業

「ふくしまの市」』 

 

認定ＮＰＯ法人えんじょ

いらいふ福祉会では、10

月10日（金）～14日

（火）、コラッセふくし

まにおいて第14回「アー

トさをり」展・第19回

「さをりひろば福島」を 

           開催した。織り方に決ま 

           りごとはなく、製作者の

それぞれの感性で織られる色とりどりの作品に、

来場者は魅了されているようだった。キャラク

ター商品には、その誕生のエピソードも紹介され

ており、商品の魅力を伝える１つとなっている。

また、会場にはさをり織を体験するコーナーもあ

り、さをり織にチャレンジする

来場者もあった。13日（月）～

19日（日）には同会場で団体代

表の飯塚氏による「特別企画 

飯塚啓子の『さをり織り』20

年」が開催された。 

福島市市民活動活性化支援事業補助事業決まる！！ 

渡利地区歴史研究会 

『渡利地区文化財（ロードマップ）の再発見事

業』 

瀬上昭友会 

『瀬上昭友会創立40周年記念事業 2014瀬上

ふれあい祭 ｉｎ スカイパーク』 

田沢地域活性化推進協議会 

『歴史と文化を活用した地域活性化プロジェクト

推進事業』 

   松原氏 

（上写真）古山氏 

  佐藤氏 

左 赤池氏 右 大野氏 

    木口氏 

    山口氏 

意見交換会の様子 
    渡辺氏 

鈴木氏 

    さをり織り体験 
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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：内山愛美、橋爪みどり） 

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、橋爪みどり） 

      2015年度 預保納付金に係る助成金 
〈対象団体〉公益社団法人、ＮＰＯ法人、ボランティア団体等、犯罪被害者等を支援 

      する非営利団体 

〈対象事業〉 ①犯罪被害者等を支援する団体が自立を目指すために、財政基盤を支 

        える仕組みを作る事業 

       ②犯罪被害者等支援の事務拡充の為に資機材を整備する事業 

       ③犯罪被害者等に関する相談、面談、役務の提供等により、犯罪被害者 

       等支援の充実を図るもので自立を目指す事業 

       ④東日本大震災により縮小した財政を再建する事業（被災三県を対象） 

       ⑤その他、事業充実のための先駆的な取り組みに対して必要なもので自 

       立を目指す事業 

〈助成金額〉①財団、社団、福祉、NPO法人：補助率原則100％ 上限金額なし 

       ②ボランティア団体：補助率原則100%  上限金額100万円 

〈応募締切〉 2014年11月28日（金）17:00まで 

〈お問合せ先〉 日本財団 公益ボランティア支援グループ 預保納付金事業チーム 

       電話 ０３－６２２９－５１６１ （平日 9：00～17：00） 

大阪コミュニティ財団  

2015年度<平成27年度>助成  
 

〈対象〉非営利団体（法人格の有無は問わず） 

    2015年4月1日～2016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 

         （別途対象除外の条件あり） 

〈助成金額〉申請事業の実施に直接必要となる経費 

      （詳細はHP参照）  

〈応募締切〉2014年度11月28日（金） 
               当日消印有効 
〈お問合せ先〉公益財団法人  

       大阪コミュニティ財団 

      電話 06-6944-6260 

職場意識改善助成金（テレワークコース） 
 

〈対象〉テレワークを新規で導入する中小企業事業主 

    （試行的に導入にている事業主も対象です） 

〈補助対象〉支給対象となる取り組み 
   ・テレワーク用通信機器の導入、運用 

  ・保守サポート料、通信費 

  ・クラウドサービス使用料 

  ・就業規則、労使協定等の作成、変更 

  ・労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発 など  

〈支給額〉取り組みの実施に要した経費の一部を目標達成状況に 

     応じて支給します。 

    対象経費の合計額×補助率 ※上限あり   

〈応募締切〉2014年12月15日（月） 

〈お問合せ先〉テレワーク相談センター 

       電話 0120-91-6479 

平成27年度 環境NPO助成 
 

〈助成対象〉①環境と経済との統合に資する活動 

      ②環境問題の解決に資する科学・技術 

       的活動 

   上記２つのうちいずれかを目的とした活動 

   を行うNPO法人、および任意団体  

〈助成金額〉1件あたりの上限１５０万円 

     （決定/助成金支給時期：2015年4月） 

〈応募締切〉2015年1月16日（金） 

〈お問合せ先〉（公財）日立環境財団 事務局 
      電話    03-5221-6677 

     FAX  03-5221-6680 

             メール  kankyo@hdq.hitachi.co.jp 

特定求職者雇用開発助成金 

（被災者雇用開発助成金）  
 

〈助成内容〉東日本大震災による被災離職者や被災地域に 

      居住する求職者の方をハローワーク等の紹 

      介により、1年以上雇用することが見込まれ 

      る労働者として雇い入れる事業主に対し 

      て、賃金相当額の一部が助成されます。 

〈支給金額〉・中小企業 ９０万円（短時間労働者は６０万円） 

            ・大企業    ５０万円（短時間労働者は３０万円） 

〈申込み受付期間〉平成２７年３月３１日までに対象労働者 

      を雇い入れた事業主が対象となる。申請の手続きは 

      ２回に分けて行う。詳細はハローワークまで。 

〈お問合せ先〉最寄りの労働局またはハローワーク  
   厚生労働省 TEL 03‐5253-1111（代表） 

 

 地方共助社会づくり懇談会ｉｎ福島 

～福島の復興に向けた市民活動の動向～ 

〈内容〉基調講演「共助社会づくりについて」 

    事例紹介「福島県における東日本大震災後の市民活動 

         団体（ＮＰＯ法人）の取り組み紹介」 

    パネルディスカッション 

     「福島の復興に向けた市民活動の動向」 

〈日時〉平成26年11月8日（土）13:30～16:10       

〈場所〉コラッセふくしま 多目的ホール 

〈費用〉無料 ※定員200名  

  電話、FAX、HPの入力フォームよりお申込みください。   
〈お問合せ先〉ふくしま地域活動団体サポートセンター 

  TEL 024-521-7333／ＦＡＸ 024-523-2741 

               URL  http://www.f-saposen.jp 

～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13日・12月11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） 

 

  「悩み」・「不安」をひとりで抱えていませ 

  んか？ ご相談ください。 

  秘密は厳守します。ご家族の方もお出でくだ 

  さい。看護師さんがお相手します。同憂者も 

  参加しています。予約不要。 

〈日時〉毎月第２土曜日・13時～15時 
    ※随時お越しください。 

 （11月8日・12月13日・27年1月10日） 

〈場所〉福島市市民会館（市内循環バス・付属小前下車）  

〈参加費〉無料 
 

〈お問合せ先〉 

 （公社）日本オストミー協会福島県支部  菅野 

  電話・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… 
 

 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。 
 

〈日時〉毎月第2日曜日  13:30～15:30 

        （11月9日・12月14日・1月11日） 

〈場所〉福島市保健福祉センター 

〈参加費〉無料 
 

〈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 

  

福島中央・南・西子ども劇場低学年部高学年部合同例会 

和太鼓だよ！全員集合！！ 

～和太鼓兄弟ユニット は・や・と～ 
 

敬大、凌大、由大の三兄弟によるユニット

が、”打ち！囃し！歌い！踊る！”は・や・と

のお兄さんたちと一緒に太鼓を打ってみよう！ 
 

〈日時〉2014年11月9日（日） 

         １４：００～１５：４０ 

〈場所〉福島市公会堂 

〈費用〉入会金 200円 

    月会費 1,000円  
    大人、子ども（4歳以上）同額 

〈お問合せ先〉 
  福島中央子ども劇場 024-533-7323 

   福島南子ども劇場  024-546-6616 

   福島西子ども劇場  024-558-0066 

改正介護保険保護対策セミナー 
〈内容〉「改正介護保険法の今後の取り組み」 

     講師 田中尚輝氏 
 （認定ＮＰＯ法人市民福祉団体全国協議会専務理事） 

                                                    

〈日時〉平成26年11月22日（土）13:30～ 

     ※先着100名限り 

〈場所〉チェンバおおまち3F  

    福島市市民活動サポートセンター会議室 

〈費用〉 

 受講費 (一般)5,000円／(市民協会員)2,000円  

〈お問合せ先〉市民協福島県支部事務局  

       福島市森合町3-43  

       NPO法人陽だまりハウス内 

        電話/ＦＡＸ 024-597-6116 

       携帯 080-1843-3366 

        （事務局長 大槻） 

創業スクール 
 

 起業に興味のある方を対象に、ベーシック

コース７日間と女性起業家コース７日間を開

講します。ゼロから丁寧に解説しますので、

安心して受講できます。参加される方は、お

問合せ先までご連絡ください。 
 
   

〈日程〉11月から12月まで   

〈場所〉コラッセふくしま 

〈受講料〉10,800円 
 

〈お問合せ先〉一般社団法人 

                            手づくりマルシェ 

   TEL/FAX  024-563-3680 

  E-mail    f.tezukuri@gmail.com  


