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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。 

2 0 1 5 年 2 ・ 3 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 

     「笑いこそ『人生力』」 
  

 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 

県北の社会福祉協議会と老人クラブから、偶然ですが立て続けに講

演を頼まれて話をさせていただきました。テーマは「笑い」です。な

ぜ私に「笑い」かというと、新聞折り込みで配られている某広告紙に

私の雑文が連載になっているからです。ペンネームで執筆していまし

て、誰だか分からないけどこれを書いている者の話を聞きたいとの相

談が広告紙の発行元に寄せられたという次第です。福島市の学習セン

ターやＮＰＯからもこうした講演を頼まれたことがあります。2012

年に『実践笑い学』（リベルタ出版）という本も出しており、私が

「笑い」についていささかうるさい人間であることは知る人ぞ知る、

知らない人は知らないのです。 

 「笑い」と聞いて、講演を聞きに来られる人はほとんどがお年寄り

です。それもおばあさんが多い。そうしておばあさんは実によく笑っ

てくれます。それにくらべて男の人は表情が硬い。こりゃ女のほうが

長生きするのも道理だなと、いつも思います。 

 綾小路きみまろの毒舌漫談がお年寄り層に人気です。たくさんの人

がバス・ツアーで聞きに行くそうです。車でCDを流しながら聞いて

いると、まろさんの一言ごとに満場に笑いが沸き上がります。大した

芸です。私は一応、学者の端くれですのでお笑い芸人の真似はできま

せん。人をこれくらい笑わせることができたらどんなに爽快だろうと

羨ましくなります。 

 TV番組にはお笑い芸人がやたらと登場して毎日毎日、笑いの種を振

りまいています。スタジオに人を入れて笑い声をあげさせたり、場合

によっては録音した笑い声をタイミングを見計らって挿入したりして

いるようです。そんなのばかり見ていると今の社会には笑い声があふ

れているようにも思えてしまいますが、実際どうなんでしょう。 

 「日本笑い学会」という全国学会があり福島県内にも会員がいま

す。県立医科大学には笑いを研究している医学者もおられます。イン

ドでは「笑いヨガ」がはやっているといいますし、日本にも「笑いま

しょうサークル」のたぐいはあります。落語サークルなら福島市にも

あるでしょう。暗い話が多い昨今、マスコミが仕組んだ笑いではな

く、生活の中から湧き上がってくるような笑いで地

域を満たしていくことができたら素晴らしいとは思

いませんか。「国内総生産」は小さくなっても「国

内笑生産」は大きくできます。タダですからね。 

○コラム 「笑いこそ『人生力』」 

○まだ間に合う！！「仮認定ＮＰＯ法人取得条件」 

〇まちづくりトークカフェ始めます！ 

○イベント現場からレポート 

  「劇団１２０〇ＥＮ公演」・「復興女子今を語る」  

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   

  福島市市民活動活性化支援事業募集のお知らせ 

        ／ファンドレイジング日本２０１５ 他 

 

編集後記 

 寒い寒い冬を過ごし、そろそろ春の足音が聞きたい！この頃。間もなく、啓蟄

（けいちつ）をむかえます。啓蟄とは二十四節季の１つで、３月６日頃を指すの

だそうです。啓蟄の頃は大地が温まり、冬眠をしていた虫が穴から出てくると

か。「土中で冬籠りをしている虫」という意味もあり、春の季語でもあります。 

まだまだ寒い日は続きそうですが、福島も間もなく春の訪れを実感できる日がく

るのでしょう。ふくサポ館内も春の桃色の装いに飾りをかえています。是非、暖

かな日には足をのばしてみてください。スタッフ一同お待ちしています！！  

                    （内山、桜井、菱沼、秋廣、常松） 

福島市市民活動活性化支援事業：募集のお知らせ 

○内容 
 市民活動団体を支援するため補助します。補助内容/４つの部門ごとに10～60万円を補助。 

○対象団体/次の全てに該当する団体 
 ①活動主体が市内 

 ②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 

  市民公益活動を行う団体 

 ③会員5人以上で構成 

 ④政治活動、宗教活動を目的としていない 

 ⑤その他対象部門ごとに要件あり 

○募集期間 
 ４月初旬～中旬予定 

○申込方法 
 申込書類に必要事項を記入のうえ、市民活動支援課へご持参ください。 

○お問合せ先  
 福島市役所  市民活動支援課 ＴＥＬ ０２４－５２５－３７３１（直通） 

             

 毎年２月頃開催されるファンドレイジング日

本。今年も２月１４日（土）、１５日（日）の

２日間、東京のファッションセンタービルで行

われた。 

 全国からＮＰＯ・ＮＧＯ業界をはじめ、企

業、行政など様々な立場の１、２００名を超え

るファンドレイザーやそれに関わる参加者が所

狭しと会場につめかけた。この恒例のファンド

レイジング（資金調達）の祭典は８０名を超え

る魅力的な講師が登壇し、約５０のセッション

が用意され、自由に好きなセッションに参加す 

                       明治ホールディング 

               ス株式会社では毎年 

               障がいのある子ども 

               たちを支援する活動 

               団体にお菓子のプレ 

               ゼントを行ってい 

               る。今年も福島県内 

               では４つの団体にプ 

レゼントが届き、子ども達から企業へのお礼状が届い

た。今後もふくサポでは、企業と子どもたちとのあた

たかな心の交流に協力をしていきたい。 

る仕組みだ。講師の中には今年度のふくサポ講座に登

場した蔭山洋介氏や吉田千津子氏の姿もあった。 

今後、講座などで得た情報を紹介していきたい。 
 

応募を 

お待ちして 

います！ 

   にゃんこ隊長 

※ 詳しくは４月以降ふくサポホームページをご覧ください。 
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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24年4月から認定ＮＰＯ法人制度が改正され、2年以上が経過しました。 福島県でも、認定 

ＮＰＯ法人、仮認定ＮＰＯ法人取得団体が増加し、平成２７年１月現在、認定ＮＰＯ法人１２ 

団体・仮認定ＮＰＯ法人１団体と東北の中で１番多くの団体が取得しています。しかし、残念 

ながら仮認定ＮＰＯ法人の条件が平成２７年３月３１日で一部終了します。是非、 

この機会に仮認定ＮＰＯ法人を取得したい団体は申請をしてみては、いかがでしょうか？  

 

認定ＮＰＯ法人・・・・ＮＰＯ法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって公益 

              の増進に資するものにつき一定の基準（パブリック・サポート・テスト） 

              に適合したものとして、所轄庁（都道府県市）の認定を受けたＮＰＯ 

              法人。 

仮認定ＮＰＯ法人・・・ＮＰＯ法人であって新たに設立されたもの（設立後５年以内のものを 

              いうが、平成２７年３月３１日までは、設立後５年を超えたＮＰＯ 

              法人も申請することができる）のうち、その運営組織及び事業活動 

              が適正であって特定非営利活動の健全な発展の基盤を有し公益に 

              資すると見込まれるものにつき一定の基準（パブリック・サポート・ 

              テストは除く）に適合したものとして、所轄庁（都道府県市）の 

              仮認定をうけたＮＰＯ法人。 

パブリック・サポート・テスト ①相対値基準 

                   総収入金額に占める寄付金の割合が２０％以上であること。 

                   ②絶対値基準 

                   各事業年度の寄付金の額が３，０００円以上である寄付者の 

                   数が平均１００人以上であること。 

                   ③条例個別指定 

                   個人住民税の寄付金控除対象として都道府県又は市町村から 

                   条例で個別に指定を受けていること。 

第１４回 劇団１２０〇ＥＮ公演 「兎と亀」 

体験や想いを語る復興女子たち 

左から 双葉町復興支援員 安谷屋貴子氏 

     田村市復興支援隊 渡辺奈保子氏 

     福島大学ふくしま未来学推進室事務局高橋あゆみ氏 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 １月１０日（土）、１１（日）福島市市民活動サ

ポートセンター多目的ホールにおいて、劇団１２０

〇ＥＮ第１４回公演「兎と亀」が上演された。 

広く知られるおとぎ話「兎と亀」。実は福島の羽根

山（はねやま）で競走が行われたという言い伝えが

あることを知っているだろうか？劇団１２０〇ＥＮ

は福島に関わる言い伝えや歴史などを題材に演劇を

行っている。今回の演目「兎と亀」は、有名な亀が 

 劇に魅入る観客 

 復興女子、今を語る！！ 

 ２月６日（金）、福島市市民活動サポートセン

ターにおいて福島市デシャバリの会主催の第２２回

デシャバリ座談会「ガールズトーク ｖｏｌ．１ 

復興篇」が開催された。 

ゲストに双葉町復興支援員 安谷屋貴子氏、田村市

復興支援隊 渡辺奈保子氏、福島大学ふくしま未来

学推進室事務局 高橋あゆみ氏 ３名の復興女子を

まねいての座談会は会場一杯の参加者の熱気につつ 

まれた。 

復興女子という言葉が最近、インターネットや新聞

でとりあげられている。マスコミでとりあげられる 

満員の座談会の様子 

一方で彼女たちは震災後、感じている多くの

ジレンマについて複雑な心境を述べた。地元

のために頑張る立場や使命感を感じて地元を

離れて活躍する彼女たちの立場は様々だが、

充実する活動内容と活動による疲弊感、進ま

ぬ復興、支援をした時に得られる笑顔、多く

の感情が日々の活動と隣り合わせである。 

参加者は時折、笑顔を見せながら、ガールズ

トークに大きくうなずき、耳を傾けていた。 

  
 

勝った競走のその後のお話。その他にも福

島の言い伝えを演劇の中に盛り込みなが

ら、ユーモラスに話は進んでいく。３回に

わたる公演は各回、多くの観劇客で埋め尽

くされた。会場は笑いあり、学びあり、と

熱気であふれ、多目的ホールもいつもとは

違った小劇場の姿に様変わりした。今後も

劇団１２０〇ＥＮは地域のお話をモチーフ

に福島で公演を行っていく予定である。 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくりトークカフェ・・・話題提供者をゲストにテーマにそった情報提供を頂き、ゲストと参加者 

              全員でお茶やお菓子を囲んで会話し、楽しい時間を過ごしたいと思いま 

              す。 

              ※１）テーマはその都度変わることがあります。 

              ※２）テーマにより会場が変わることもあります。 

今回のテーマ「高齢者が住みやすい福島のまちづくり」 

日付     ３月２８日（土）１３：３０～１５：００ 

話題提供者  ＮＰＯ法人市民後見サポートの会 代表理事 遠藤喜恵氏 

内容     「成年後見制度を知りたい」、「介護の不安やストレスがある」、「高齢化社会に不安 

       がある」「誰かと思い切り話したい」そんな皆さん、是非ご参加ください。 

会場     福島市市民活動サポートセンター 

定員     ２０名程度 

参加費    ３００円（お菓子代など） 

主催     認定ＮＰＯ法人ふくしまＮＰＯネットワークセンター 

お問合せ   福島市市民活動サポートセンター 

       ＴＥＬ ０２４－５２６－４５３３ 

 

  熱演する役者たち 
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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
らせ

 

 イ
ベン

ト 

ボラ
ンテ

ィア
募集

 

        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） 

科学技術コミュニケーション推進事業  

問題解決型科学技術コミュニケーション支援 
 

〈対象〉社会問題や社会ニーズに対する課題の解決に   

 結び付ける科学技術コミュニケーション活動 
 【企画事例】 

 ・地球温暖化など環境問題をテーマにした対話を実施する企画 

 ・除染、住民帰還など東日本大震災に係る課題について、被災 

  地域を巻き込んで復興に向けて考えていく企画 など  

〈支援金額〉機関活動支援型…３０～１００万円 

      ﾈｯﾄﾜｰｸ形成型…上限５００万円 

〈応募締切〉平成２７年４月３日（金） 

〈お問合せ先〉独立行政法人科学技術振興機構 

       科学ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 連携推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

       電話 ０３－５２１４－７４９３     

～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 

       （３月１２日・４月９日・５月１４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〉３月８日（日）・ ５月１０日（日）   

       １３：３０～１５：３０ 

〈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 

   トム・プロジェクト公演「満月の人よ」     
    

    ～愛しい人と一緒にいられる幸せ～ 

 

「満月の人」とは天狗の意味。神隠しは天狗の仕業

という説がある。そんな伝説のある場所で、天狗に

さらわれた妻が27年ぶりに帰ってきた。その知ら

せを聞いて駆けつけた息子、さらに天狗に会いたい

という若い女性も現れて…心温まる寓話劇。 
 

〈日時〉3月26日（木） 18:30～ 

            3月27日（金） 13:30～  19:00～ 

            3月28日（土） 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  

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。 
 

 

〈お問合せ先〉 
   福島市市民活動サポートセンター 

   ＴＥＬ ０２４－５２６－４５３３ 

駅カフェ Bon marche     
 

 駅カフェ Bon marche は、曽根田駅の駅舎を利用して、

月に一度だけオープンする小さなカフェです。今回は、飯坂

町の花ももの里の花桃を駅舎にディスプレイし、春を演出し

ます。未使用の線路の上にオープンカフェを設置し、スイー

ツや飲み物、軽食などの提供をします。間近で電車を楽しみ

ながらゆっくりとお過ごしください。音楽やコンサートもお

楽しみください。多数バンド出演いたします。(観覧無料) 
 

〈日時〉４月２５日（土） 10:00～16:00 

〈場所〉福島交通飯坂線・曽根田駅舎内 〈入場料〉無料 

〈お問合せ先〉ふくしま手づくりマルシェ実行委員会 

         ＴＥＬ/ＦＡＸ ０２４-５６３-３６８０ 

[融資]日本政策金融公庫 

（東日本大震災後の新規開業資金） 
 

〈融資対象〉被災地内に事業所を有し、事業活動を 

      行う方 

 ・東日本大震災の影響による勤務先の倒産、解雇等 

  により離職し、創業する方 

 ・創業後おおむね7年以内の方 

 ・被災地において創業する方 

〈融資金額〉1000万円以内 

      ※ 基準利率からの利率引き下げあり 

〈取扱期間〉平成２７年３月３１日（火）まで 

〈お問合せ先〉日本政策金融公庫 各支店  

       各支店連絡先はHP参照 

       http://www.jfc.go.jp/n/branch/

  

「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 

    （４月４日・６月６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。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。 
   （３月１４日・４月１１日・５月９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 

第２７回 地域福祉を支援する「わかば基金」 
〈対象〉 

  ①支援金部門…福祉活動の拠点を設け、この支援金でより活動の輪を広 

  げたいというグル―プ ②リサイクルパソコン部門…パソコンの台数を  

  増やすことで、より高齢者や障害のある人に役立ち、活動の充実を図れ 

  るグループ ③東日本大震災復興支援部門…被災地に活動拠点があり、 

  その地域で福祉活動をすすめているグループ、被災地に必要な新たな事 

  業を展開したいというグループ 

〈助成金額〉１グループにつき ①最高100万円  

      ②ノートパソコン3台まで ③最高100万円 

〈応募締切〉平成２７年３月３１日（火） 

〈お問合せ先〉社会福祉法人 ＮＨＫ厚生文化事業団「わかば基金」係 

       電話 ０３－３４７６－５９５５（平日10:00～18:0０）       

タカラ・ハーモニストファンド  
 

〈対象〉日本の緑を構成する森林等の陸域、また 

 は海、湖沼、河川等の水域の自然環境(生物の生 

 態把握等も含む)に関する実践的な研究・活動 
 

〈助成金額〉総額500万円程度 件数10件程度 
 

〈応募締切〉平成２７年３月３１日（火） 
 

〈お問合せ先〉 

    公益信託 タカラ・ハーモニストファンド事務局 

    みずほ信託銀行株式会社 京都支店 営業２課 

    担当：森下・古儀・山本 

                    電話 ０７５－２１１－６２３１ 

 三澤了基金  次世代を担う若手障がい者の  

「やりたいこと」大募集！  
 

〈対象〉「やりたいこと」はあるけれど、資金調達 

    が難しく実行できない若手障がい当事者 

   例 ・イベントやりたい、参加したい 

     ・勉強したい、研修を受けたい 

     ・一緒に活動する仲間をつくりたい など 
 

〈助成金額〉特に定めなし ※事務局に相談のこと 
 

〈申込受付期間〉随時 
 

〈お問合せ先〉三澤了基金運営事務局 

                    電話 ０３－５２８２－３７３０ 


