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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 1 2 ・ 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 

コラム 

 「骨太の議論が必要な＜共助社会づくり＞」 
  

 ＮＰＯ法人ふくしまＮＰＯネットワークセンター理事長／ 

 福島大学名誉教授               星野 珙二 

 共助とは、地域社会や集団の構成員が互いに支え合いながら、地域

社会や集団のなりわいを、皆で協力して良い方向に持っていこうとす

る活動のことです。ちなみに、自助については個人や企業等が自らの

責任で行う活動、公助については公的な性格のものを国や地方公共団

体が行う活動とされています。その上で改めて共助について考えてみ

ますと、＜共助社会づくり＞そのものは、決して新しい動きではあり

ません。わが国には、古来から＜講＞とか＜結＞という言葉で表わさ

れてきたように、相互扶助に対応する活動として広く実践されてきた

歴史があります。 

では、なぜ、いま改めて＜共助社会づくり＞なのでしょう。背景に

は、高齢化社会の進行にともなって地域コミュニティ崩壊の足音の響

きが現実のものとなってきたこと、そして、その顕在化に拍車を掛け

た、東日本大震災による地域コミュニティの維持・再生における危機

意識などがあります。もちろん、そこには増え続ける社会保障費を抑

えていこうとする財政政策的な意図も見え隠れしています。 

 しかし、いきなり＜共助社会づくり＞の個別的議論に入る前に、も

う少し大きな枠組みの議論へ向けた理解と意識の共有化が必要ではな

いでしょうか。たとえば、自助、共助、公助という概念は、相互に補

完関係にあります。公助が充実すれば、共助機能が低下するかもしれ

ませんし、自助が充実すれば、公助扶助を低減できるかもしれませ

ん。これらについては、相対的な比較の中で、効果的なバランスが求

められます。まず、そうした骨太の全体的な望ましい三つの助の関係

像を想い描きながら、それらを踏まえて＜共助社会づくり＞の議論を

丁寧に積み重ねて行くべきかと思います。そのためには、多様な主体

の意見交換も必要でありましょうし、実効を上げるためには活動団体

間のセイフティネットの構築も課題となるでありましょう。 

 共助社会の議論は、もう少し大局的な見地か

ら、問題を体系的に整理しつつ、将来を見据え

るような方向で展開すべきです。単なる時の政

権の興味本位の政策道具として扱われ、議論が

深まらないままに一過性の話題として収束して

しまうことは避けなければなりません。 

 

○コラム 

「骨太の議論が必要な＜共助社会づくり＞」 

○介護保険制度の改正 

○イベント現場からレポート 

         ひまわり感謝祭 他 

〇助成金・イベント・ボランティア募集情報 

〇にゃんこ隊長のふくサポ探検隊   

  図書紹介／パブリックスピーキング入門講座 

 

          

編集後記 
 ２０１４年も残りわずか、間もなく新しい年を迎えます。２０１５年を迎えるにあたって、大掃除に忙しい方は多

いのではないでしょうか？日本には「すすはらい」という行事があります。すすはらいの歴史は、平安時代にさかの

ぼります。単なる年末の大掃除とは違い、歳神様を迎える準備のための信仰的な行事だったようです。現在、すすは

らいは１２月１３日に行われるのが慣習となっているようですが、１２月１３日に行われるようになった

のは、江戸時代からとか。正月を迎える物忌みの始まるのが１３日のため、そのための清掃だったようで

す。神棚をはじめ、家の中を掃除する「すすはらい」、忙しい現代では、年末に大掃除と一緒にする家庭

も多いようです。ふくサポも新しい年に神様ならぬ、来館者の皆様を気持ちよくお迎えするにあたって、

大掃除を頑張らねば！！と心に誓うスタッフ一同であります。２０１５年もどうぞよろしくお願いしま

す。                           （内山、桜井、菱沼、秋廣、常松） 

にゃんこ隊長のふくサポ探検隊 

開発教育実践ハンドブック 参加型学習で世界を感じる／ 
           西あい・湯本浩之編集／ＮＰＯ法人開発教育協会編集・発行 

 １部では、参加型学習の基本的な手法や事例の紹介や開発教育の実践マニュア

ル、２部では、学習プログラムと教材を１２のテーマでまとめた教材本です。

学校や社会の場で、ＮＧＯの活動の場で、その他様々な場で応用できる市民活

動のための開発教育の虎の巻のような便利な１冊！是非、読んでみてくださ

（上）にゃんこ隊長 

     ボランティアテキストシリーズ 知らされない愛について／ 
      岡知史著／社会福祉法人大阪ボランティア協会 

 ボランティア活動は「心」を核にした活動である。本書はその「心」について愛情

や孤独感、人を思いやる気持ちなどを綴ったエッセイ集です。読んだ後、あたたかな

思いにあふれ、明日の自分の活動に新たなやる気をおこさせる図書だと思います。売

り手の「涙なしでは読めない！」の言葉につられてスタッフが購入した１冊です。 

オープンセミナー（講演会） 

「共感と協力を引き出すための                 

入門」開催！ 
 

 

 日付：平成２７年１月３０日（金）１３：３０～１５：３０ 

 場所：ＭＡＸ４階 Ａ・Ｏ・Ｚ（アオウゼ） 

 講師：蔭山洋介氏（スピーチライター・株式会社コムニス 代表取締役） 
    パブリックスピーキング（講演、スピーチ、プレゼン）やブランド 

    戦略を裏から支えるブレインとして活躍。著書「パブリックスピー 

    キング 人を動かすコミュニケーション術」は東京堂書店売上げラ 

    ンキング１位を記録した。 

 定員：５０名 

 参加費：無料 

 内容：「パブリックスピーキング」という言葉はご存じですか？ 

    パブリックスピーキングは、「人を動かすためのコミュニケーション術」です。 

    「どんなに説明してもわかってくれない。」そんな経験はありませんか？それを解決する 

     べく「人はどうしたら共感し、行動してくれるか？」などをテーマにワークショップを 

     交えながら、パブリックスピーキングを学びます。きっと、明日から共感者を得るヒン 

     トになるはずです。 

 お問合せ：福島市市民活動サポートセンター   ＴＥＬ ０２４－５２６－４５３３ 

～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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イベント現場からレポートイベント現場からレポート  

平成２７（２０１５）年度より「介護保険制度」が変わるとよく耳にされる方も多い 

と思います。介護保険制度の改正が活動に影響を与える活動団体の皆さんも少なく 

ないのではないでしょうか？ では、どのように変わるのかを紹介したいと思います。  

制度改正 

今回の制度改正の目玉は、大きく3点です。 

①要支援1・2の対象者について介護保険本体の給付（予防給付）から、訪問介護と通所介護が外れ、対 

 応するサービスについて地域支援事業を再編成するということ。 

②個別のサービスでは、通所介護の機能の改革、特に定員10人以下の小規模型については、地域密着型 

 サービスへ移行すること。 

③特別養護老人ホームの入所対象者が原則要介護３以上になること。 

         要支援者の訪問介護、通所介護の総合事業への移行  

   

  
 

 
 

 

 
 

           

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要支援者に対する

訪問介護・通所介

護の多様化 

（イメージ）      

改正介護保険保護対策セミナー開催！   ＮＰＯ活動の体験を語る インターン中間報告

販売をするボランティアの学生 

 １１月２９日（土）、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２０１４ 福島インターン中間報

告会」が行われた。これは住友商事株式会社の

支援を受け若い人材を育成するため、ユースが

９か月間のインターン活動を行うプログラムで

県内では５つのＮＰＯ法人で７名の学生を受け

入れている。７月のからの活動はすでに中盤を

むかえており、７名はそれぞれの受入れ団体で

の活動と今後の目標、県内合宿での感想や成果

を発表した。 

３月には修了報告

会を行う予定。 

 

 

 

 

 

     報告をするインターン 

 

 ＮＰＯ法人陽だまりハウスでは、１１月２２日

（土）福島市市民活動サポートセンターにおい

て、「改正介護保険法の今後の取り組み」と題し

て、講演会を開いた。 

講師に認定ＮＰＯ法人市民福祉団体全国協議会専

務理事の田中尚樹氏をむかえて開催された講演会

は会場が多くの聴講者でいっぱいになり、熱気あ

ふれた様子に参加者の興味の深さがうかがわれ

た。 

 介護保険保護法の改正でＮＰＯ・市民活動団体

を含むサービスを行う側も、サービスを受ける側

も新たな認識をもた 

なければ、ならな

い。 

 

  
 

 

 
    田中尚樹氏講演会 

 

 ひまわり感謝祭＆共に生きる仲間たちのコンサート 

 ＮＰＯ法人シャロームでは、１２月２０日

（土）、Ａ・Ｏ・Ｚにて「第４回ひまわり感謝

祭」、「第１８回 共に生きる仲間たちのコン

サート」を開催した。 

 コンサートでは、「障がいをもつ仲間たちとと

もにみんなで創るコンサート」をテーマに歌やダ

ンス、楽器の演奏披露と多くの参加者が練習の成

果を発表した。 

 また、ひまわり感謝祭では、福祉を活動の分野

とするＮＰＯ・市民活動団体を中心に多くの活動

団体がパネル展示や商品の販売を行い、会場を  

シンポジウムで発言するパネリスト 

盛り上げた。 

 会場では、「人間回復の離村と現実ー原発事故

から４年目のふくしまー」と題したシンポジウム

も行われ、ゲストにＤＣＩ日本代表福田正明氏、

パネリストに医師 振津かつみ氏、一般社団法人

ReＲoots 小原理志氏などをむかえ、福島の現

状と未来をみつめたディスカッションを行った。 

シンポジウムの会場では多くの人が発言者の声に

真剣に耳を傾けていた。 

移行 
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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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        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、常松なぎさ） 

    全互協 第１６回社会貢献基金助成 
 

〈応募資格〉非営利組織 

                             今回の支援対象の趣旨に合致する事業を行う団体 

 

〈支援対象〉 研究助成事業、高齢者福祉事業、 

         障害者福祉事業、児童福祉事業、 

         環境・文化財保全事業、国際協力・交流事業 

 

〈支援金額〉１件あたり上限額２００万円 

      研究助成は１件あたり上限額１００万円 
 

〈申込締切〉   201５年２月28日（土） 

 

〈お問合せ先〉一般社団法人 全日本冠婚葬祭互助協会 

          社会貢献基金 運営事務局 

          電話 ０３－３５９６－００６１ 

    第１回「しんきんの絆」 

    復興応援プロジェクト  
 

〈応募資格〉岩手県、宮城県、福島県のいずれかの     

  県に活動拠点を置いている民間非営利組織（法人 

  格の有無は問わず）で、原則１年以上の活動実績を 

  持つこと    

〈支援金額〉Ａ・１００万円以上３００万円未満 

      Ｂ・３００万円以上５００万円未満 

〈応募締切〉201５年1月１９日（月）必着 

〈お問合せ先〉認定特定非営利活動法人日本ＮＰＯセンター  

   『しんきんの絆』復興応援プロジェクト事務局 

    電話 ０３－３５１０－０８５５ 

 

「住まいとコミュニティづくり活動助成」の公募 
 

 

〈対象〉特定非営利活動法人、非法人の任意団体 

    「住まいとコミュニティづくり」に関わるよう 

    な分野についての活動団体 

〈助成概要〉２０１５年度１年間の活動に助成を行う 

      １件あたり１００万円上限 

     ２０１５年度テーマ助成にあたっては 

     ２００万円を上限    

〈応募締切〉201５年1月２０日（火） 

〈お問合せ先〉 

  一般財団法人 ハウジングアンドコミュニティ財団 

    （助成係）電話 ０３－６８０９－１４０８ 

 

～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８日・３月１２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… 
 

  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 

      （１月１１日・２月８日・３月８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 

  シーエイティプロデュース公演 

「さくら色 オカンの嫁入り」     
 

  ～咲きほこる桜はやさしく心にしみる～ 
 

 ある日、酔っぱらったオカンが若い男を拾って

きた。「オカンな、この人と、結婚しよ思うてん

ねん」誰しもなにかしら抱える心の傷…お互いに

支え合いながら歩み始める。 
 

〈日時〉１月３１日（土） １８：３０～ 

    ２月   １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  

ふくサポ通信 

発送ボランティア募集！ 
 

 お茶を飲んだり、会話をしながら楽しく発送ボ

ランティアをしませんか？ 
 

〈内容〉 

  ・封づめ 

  ・印刷 

  ・紙折り 

  ・宛名シール貼り      など 

 作業場所：福島市市民活動サポートセンター 

 作業内容：２ヶ月に１回、２～３時間程度 

 ※交通費、謝礼の支給はありません。 

  ご希望の方は事務局まで。 
〈お問合せ先〉 
   福島市市民活動サポートセンター 

   ＴＥＬ ０２４－５２６－４５３３ 

手づくりマルシェボランティア募集     
 

 手づくりマルシェでは、ボランティアに協力して下さる方

を募集しています！！ 
 

〈手づくりマルシェとは？〉 

福島の街が明るく元気になり、避難してきた人も住民も、笑

顔で前向きに暮らせるまちづくりを目指しています。 
 

〈内容〉 
 ・イベントのお手伝い  ・手づくり作品の講師 

 ・お菓子作りのお手伝い 
 

〈お問合せ先〉一般社団法人 手づくりマルシェ  齋藤 

      TEL 024-563-3680／090-6456-0800 

                    E-mail f.tezukuri@gmail.com 

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 

  

「成年後見相談会」 
 

○ 定期相談会 

〈日時〉偶数月第１土曜日 14:00～16:00 

    （２月７日・４月４日） 

〈場所〉福島市市民活動サポートセンター 
 

○ 常設相談会 

〈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 

    （福島市役所正面南） 
 

〈相談料〉無料 

〈申込み方法〉電話または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  

      ＴＥＬ/ＦＡＸ ０２４－５３５－５４５１ 

  

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。 
  （１月１０日・２月１４日・３月１４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 

日経ソーシャルイニシアチブ大賞 
 

 
 

〈応募資格〉 
・社会的課題解決を目的とする事業に取り組むＮＰＯや法人 

・収支情報をインターネット上に公開していること 

 

〈支援金額〉大賞 賞盾、賞金１００万円、副賞 

      その他、各部門賞 賞金50万～２５万円、副賞 

〈支援対象〉 

 ２０１４年度中に活動実績があり、２０１５年度以降 

 も継続予定の事業 

 社会性・事業性・革新性の要件を満たしている事業 

 

〈申込み受付期間〉２０１５年１月３１日（土） 

〈お問合せ先〉日本経済新聞社ＨＰへ 

                 http://sociai.nikkei.co.jp/about.html 


