
市民団体によるパネル展示は、ふくサ

ポを訪れたという来館者に好評で、8

日までの展示予定が21日までに延長

されることになった。来場者からは、

「通常、市民活動にふれる機会は少

ないが、こんなにたくさんの団体がど

んな活動をしているのかがわかって市

民活動に少し興味をもった。」「見や

すくて、楽しい。」などの意見があっ

た。 
 

 

5月1日（土）１２：００よりチェンバおおまち3階交流ロ

ビーにて、移転オープンセレモニーをおこなった。参加者

は利用団体や福島市関係者を含め、約８０名にのぼり、

式典は瀬戸孝則福島市市長の挨拶から始まり、福島市

市議会議長にかわって福島市市議会経済民生常任委

員長 土田聡議員によるご祝辞、市長や土田議員、利

用団体代表によるテープカット等など、華やかな幕開け

となった。その後、ふくしまギター合奏団の皆さんによる

ギター演奏や上林功さんによる独唱、市民団体活動の

歌「ほのぼの春から」等、会場は音楽に満ち、多目的室

では市民活動団体の皆さんによるパネル展示がおこな

われ、瀬戸市長も見学された。団体同士の交流もあり、

賑やかなオープンとなった。 

ふく 

サポ 

通信 
２０１０年４・５月号 

ふくサポの 

連絡先は 

こちらから→ 

◇JR福島駅から徒歩８分。当センターに

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。 

ふくサポとは･･･ 
・市民活動やボランティアの情報
を提供をしています。 
・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運
営を行っています。 

■開館時間 

午前１０時～午後９時３０分 

■休館日    毎週火曜日 
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移転ご挨拶 

移転オープンセレモニー！！ 

瀬戸市長の挨拶 

テープカットの様子 左から カンベンガ・マリールイーズ様  

土田議員 瀬戸市長 大竹隆様 佐藤孝浩様 

  ふくしまギター合奏団の皆さん 

独唱をされた上林さん パネル展示見学をされる市長 

 市民団体 

    パネル展示の様子 

チェンバおおまち ３階 

福
島
駅
東
口 

東邦銀

行本店 

大原 

総合病院 

 

ホ
テ
ル 

 

サ
ン
ル
ー
ト 

 平  和  通  り 

パ 

セ 

オ 

通 

り 

県  

庁  

通  

り 

街な

か広

場 

    『ご挨拶』 
            福島市市民部生活課課長 

                   尾形 喜義 

編集後記 

 気が付くと、タンポポやれんげ草など等が

彩りを添え、冬眠していた動物達も目を

パッチリとあける季節になっていました。毎

号、偶数月に発行しておりましたふくサポ通

信ですが、今月号は移転のため、大変遅く

なりました。施設内もやっと落ち着きをとり

もどし、ホッと一息ついているところでござ

います。オープンセレモ二ーにご協力いた

だきました皆様方、大変お世話になりまし

た。やっと、どうにか新たな船出をしたばか

りですが、愛されるふくサポでありたいとス

タッフ一同努力してまいりますので、どうぞ

お気軽に足をおはこびくださいませ。     

（内山） 

 

４月の定期異動により生活課長となりました尾形喜義と申し

ます。 

本市では「市民との協働のまちづくり」を基本理念に掲げ、

「福島市協働のまちづくり推進指針」に基づき、平成１７年３

月にはボランティア・ＮＰＯ等の活動の拠点となる「市民活動

サポートセンター」を設置し、各種施策、事業に取組んで参り

ました。当センターの開設から５年が経過し、これまで多くの

市民活動団体の方々にご利用いただいておりましたが、交流ス

ペースや会議室等設置の要望を頂いていましたことから、５月

１日には当センター事務所をチェンバおおまち３階に移転さ

せ、誰もが気軽に交流や情報交換できるスペースを確保し、機

能の拡充を図ったところであります。 

今後、当センターの移転をきっかけに、これまで行ってきま

した「ふくサポ通信」や「市民活動サポートセンターホーム

ページ」、「市政だより」等での情報提供だけでなく、市の各

施設と連携をとりながら、これまで以上に情報収集・発信、相

談事業などを充実させ、広く市民の皆様に知っていただき、利

用いただけるよう、当センターの周知徹底を図って参ります。

また、当センターを通じて、一人でも多くの方に社会貢献活動

への理解を深めていただき、活動を身近に感じてもらうことに

より、市民活動の輪を広げていただきたいと考えております。 

本市といたしましては、市民一人ひとりが愛着と誇りを持て

る活力ある「美しい元気な福島の創造」を実現するため、市民

活動団体の皆様にこの施設を充分にご活用いただきたいと考え

ております。今後とも、団体の皆様のニーズに沿った、当セン

ターの運営、そして人材育成のための市民活動支援講座等を開

催するなど、各種支援を行って参りますので、さらなるご理解

とご協力よろしくお願い申し上げます。 

土田議員の挨拶 

file:///C:/Documents and Settings/All Users/デスクトップ/セレモニー写真.lnk
file:///C:/Documents and Settings/user/My Documents/My Pictures/FinePixViewerS/2010_0501/DSCF0001.jpg
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助成金 

活動支援 

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 

みずほ教育福祉財団 第27回「老

後を豊かにするボランティア活動資

金」 
 

〈対象〉高齢者のための活動をすすめて

いるボランティアグループ（住民参加型

在宅福祉サービス団体等を含む）。活動

内容が先駆的で、今日のニーズに対応

した継続性のある活動であること。 

〈助成金額〉1グループ 10万円限度 

       １４０グループ程度 

〈応募締切〉平成２２年５月３１日(月） 

〈お問合せ先〉㈶みずほ教育福祉財団 

             福祉事業部 藤井    

電話 03‐３５９６‐４５３２ 

平成22年度 ニッセイ財団 

高齢社会 先駆的事業助成・ 

         実践的研究助成 
 

〈対象〉高齢社会における地域福祉、ま

ちづくりや、高齢者の自立、社会参加、

認知症高齢者の予防等の研究、事業。 

〈助成金〉実践的研究 ２００～２５０万円 

      先駆的事業 ７００万円以内 

〈応募締切〉実践的 平成２２年６月１５日 

        先駆的 平成22年5月31日 

〈お問合せ先〉日本生命財団  

         高齢社会助成 事務局 

電話 0６‐６２０４‐４０１３ 

  

２０１０年度 住友生命財団 コミュ

ニィティスポーツによる健やかなひ

と・社会づくりに向けた調査・研究

助成 
〈対象〉様々な年令や立場をこえた人々

が楽しめるコミュニティスポーツの開発

や実践手法、また、それを通した社会基

盤の構築、健康への影響評価など。 

〈助成金額〉1件あたり５０～４００万円 

〈応募締切〉平成２２年５月３１日（月） 

〈お問合せ先〉財団法人住友生命健康

財団 「スミセイ コミュニティスポーツ推

進助成プログラム」係（担当井上、永野） 

電話 0６-６９４７-３１４０ 

第１０回 新規助成  

        公募のお知らせ 
<対象>中堅世代の人々の心身のケアや

心身のケアを得ることが困難な人々の

健康の保障等に関する課題について市

民団体が行う市民活動および市民研

究。 

<助成金額>１件あたり上限３００万円 

新規助成総額３０００万円、１５件程度 

<応募期間>平成２２年６月７日（月）～ 

                ６月３０日（水） 

<お問合せ先>ファイザー株式会社 

       ファイザープログラム事務局 

        電話 ０３－５３０９－７６６３ 

障害者市民防災活動の助成 
 

〈対象〉障害者市民が災害にあったと

き、避難活動や避難生活がスムーズに

行われるための活動、支援を有効に行う

ためのネットワークづくりなどの活動。 

〈助成金額〉１事業につき 

             上限１０万円 

〈募集期間〉常時 

      （事業３ヶ月前まで 

          申請すること） 

〈助成決定〉申請から３ヶ月以内 

〈お問合せ先〉ゆめ風基金事務局 

電話 0６‐６３２４‐７７０２ 

    「チャングムの舞」 
 

開催日・場所 福島県文化センター 

   平成２２年６月１５日（火） 

       郡山市文化センター 

   平成２２年６月１６日（水） 

時間 開場 １７：００～ 

   開演 １８：００～ 

料金 全席自由 ３０００円 

主催 韓国伝統舞踊団福島 

   郡山公演実行委員会 

問い合わせ  

   ＮＰＯ法人 ふくかんねっと 

ＴＥＬ ０２４－５９１－４８９２   

      

英語で読むジェンダー勉強会 
 

〈場所〉福島県男女共生センター 

        ４階・第４研修室 
〈開催日時〉６月３日（木）（2回目） 

      ３回目以降は毎月第３木曜日 

          １３：３０～１６：３０ 

〈料金〉無料（テキスト代４、０９９円） 

    ※他に会場関係費がかかる 

               可能性有り 

〈主催〉ｐｅｅｒ ｔｏ ｐｅｅｒ 共生 

〈お問合せ先〉 

 猪俣誠子（ｐｅｅｒ ｔｏ ｐｅｅｒ代表） 

   電話／ｆａｘ ０２４８－６５－３８１１ 

平成22年度 藤本倫子 

      環境保全活動助成金 
 

〈対象〉メンバーとして5名以上が活

動する小学生・中学生が中心となっ

て活動するグループで、取り組む内

容が環境活動であること。 

〈助成金額〉1件あたり ２～１０万円 

〈応募締切〉平成２２年６月15日（火） 

〈お問合せ先〉財団法人日本環境

教会 藤本倫子環境保全活動助成

基金事務局 

電話 0３‐５６４３‐６２６２ 

 

平成２２年度 公益信託うつく

しま基金 第８回後期募集 
<対象>ボランテイｱ活動をはじめとする不特
定かつ多数のものの利益の増進に寄与する

自主的な社会貢献活動及び独自に、又は関

係する機関と連携して取り組む地域づくり活

動を行う団体、グループ及び個人。 

<助成金額>上限１０万円 

<応募締切>平成２２年６月２８日（月） 

<お問合わせ先>特定非営利活動法人  

        うつくしまＮＰＯネットワーク 

       ＴＥＬ ０２４－９２３－１１１９ 

<応募窓口>東邦銀行 法人営業部 

       ＴＥＬ ０２４－５２３－３１３１ 
 

財団法人ヨネックススポーツ振

興財団 平成22年度助成金 
 

〈対象〉青少年スポーツの振興に関

する事業の活動を3年以上継続して

いる団体。規約、団体本拠地事務

所、会計組織、などを有する団体。 

〈助成金額〉予定する事業予算の2

分の１で概ね百万円以内。 

〈応募締切〉平成２２年６月３０日（水） 

〈お問合せ先〉財団法人 ヨネックス

スポーツ振興財団 事務局 

電話 0３‐３８３９‐７１９５ 

セブンーイレブン記念財団主催 

第13回環境ボランティアリーダー

海外研修参加者募集 
〈対象〉日本国内で環境ボランティア活

動のリーダーシップを発揮し、地域のＮ

ＰＯへの情報活動、支援活動連携がで

きる方。 

〈場所・日程〉ドイツ・10月中旬（10日間） 

<参加費・募集人数>無料・5人 

〈募集締切〉平成22年6月30日 

〈お問合せ先〉 

一般財団法人セブンーイレブン記念財

団海外研修事務局 担当小野 

電話 ０３－６２３８ー３８７２ 

第１８回エスペラント入門講座 
 

〈場所〉福島市中央学習センター 

〈開催日時〉５月１９日～７月２１日 

       （全１０回）１０：００～１１：３０  

          毎週水曜日 

〈会費〉無料 

   （教材・資料代として１，０００円） 

〈主催〉福島エスペラント会  

            ロンド・マーヨ 

〈お問合せ先〉 
電話／ＦＡＸ０２４－５３１－６８５５（太田）  

        ０２４－５４６－９０５８（斎藤） 

荒川大将塾 「蛍観察会と 

   昆虫採集と星の観測」 
 日時 ６月２６日（土） 

     １９時から２１時頃（予定） 

 場所 福島市佐原 

 募集人数 ４０名（先着順） 

 参加資格 無し  

  （小学校４年生以下は保護者同伴） 

 参加費 １，０００円  

荒川クリーンアップ作戦 
 日時 ５月２９日（土）７：００～９：００ 

 場所 荒川の水辺 

 内容 水辺を清掃し綺麗にします。 

お問い合わせ ふるさとの川・ 

         荒川づくり協議会  

ＴＥＬ／ＦＡＸ ０２４－５９３－３５２５ 

平成22年度福島県民の日記念 

“うつくしま、ふくしま。” 

サマーキャンペーン 
 

〈内容〉期間中行う、一般の方が参加可

能なイベントなどで、「福島県民の日（8

月21日）」の主旨に沿った事業などの計

画があれば、情報を提供していただき、

古里 福島への理解、郷土愛を深める

機会とし、県民参加型の事業とする。 

〈情報提供締切〉平成22年5月31日（月） 

〈キャンペーン期間〉平成22年7月1日～ 

                   8月31日 

〈お問合せ先〉福島県庁文化スポーツ局

文化振興課 電話 ０２４－５２１－７１７９ 

市民 

団体ｅｔｃ  

   募集 

福島県文化振興による地域活性化

推進事業「ふくしま文化応援隊」 
（内容）地域の文化を人づくりやまちづくり

に役立てたい・新しいことをしてみたい団

体へ専門家が実現のためのアドバイス。 

（対象）伝統・慣習・芸能・歴史・環境等

を生かした地域づくりをしたいと考えてい

る福島県内で活動している3名以上の団

体。 

（応募締切）平成22年6月25日（金） 

（お問い合わせ）福島県文化振興課 

         ＴＥＬ０２４－５２１－７１５４ 

あわせて、近代化産業遺産プロジェクト

参加団体も募集しています！！ 

ボランティア募集！！ 
（イベント・大会名） 福島ユナイテッドFC 東北社会人リーグ公式戦 

（活動日・場所）   あづま陸上競技場 平成22年6月6日（日）、27日（日）、 

                                9月20日（月・祝） 

             信夫ヶ丘競技場        6月13日（日）、7月4日（日） 

                                  13時キックオフ 

（活動内容）      会場準備、駐車場案内、入場者への配布、会場撤収等 

（募集人数・条件）  10人・昼食支給（※登録料が別途かかります。詳しくはお問合せ下さい。） 

（活動時間）      いずれも９：３０～１５：３０の予定 

（申し込み締め切り） 試合の3週間前が目安 

（問い合わせ）     ＮＰＯ法人 うつくしまスポーツルーターズ事務局           

                              担当 佐藤、齋藤        

                          電話／ＦＡＸ ０２４－５４６－９８７５ 

‐４‐ Vol.30 ふくサポ通信  

「成年後見制度 説明会」 
 

〈場所〉福島市中央学習センター 
〈開催日時〉６月１０日（木）・７月８日（木） 

         １０：００～１１：３０ 

         １８：３０～２０：００ 

      ※６月は夜間の説明会は 

       ありません。 

〈参加費〉無料（資料代２００円） 

〈主催〉成年後見制度研修委員会 

〈お問合せ先〉 

成年後見制度研修委員会 遠藤 

電話／ｆａｘ 024‐5２２‐１４２６ 

「地域の暮らしと笑顔 見守り隊」 

   福島市エリア会員募集 
〈対象〉高齢者・障がい者の独居世帯・ 

   老老世帯  

〈会員特典〉・3日ごとの電話連絡と、9日  

        ごとの直接訪問 

      ・緊急時の直接訪問と対応  

      ・月1回のご家族への近況報告 

      ・困りごと相談と対応 

「元気に働きたい！」高齢者の方も募集

しています！！ 
〈お問い合わせ先〉 

ＮＰＯ法人 陽だまりハウス  

電話 ０２４－５９７－６１１６/０８０－１８４３－３３６６ 

                       （大槻） 

各種 

イベント・ 

お知らせ 

情報 

市民 

ボラン 

 ティアetc  

    募集 

 

オリジナル絵本・既刊絵本プレ

ゼント！ 
<対象>親子のきずなの大切さを訴え

る啓発活動や接し方・コミュニケー

ションの支援等を行う団体。 

<申込期限>平成２２年６月３０日 

<プレゼント数>計１，０００セット 

<プレゼント内容> 
既刊絵本リストからお好きな絵本３冊  

副読本「家族で楽しむ絵本とあそび」 

オリジナル絵本 他 

＜問い合わせ＞ 生命保険協会広報部内 

「読み聞かせセット」プレゼント係 

ＴＥＬ ０３－３２８６－２６４３ 
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            ～新しい自治がつくる地域社会シリーズ２～ 

            「協働と市民活動の実務」山口道昭著／発行（株）ぎょうせい 

 

               自治体行政の各分野をカバーし、今や全国自治体の共通のキーワードとなっている「協 

             働」に焦点をしぼって、協働の手法、協働の評価、協働にかかわる行政組織とその職員な 

             どについて検討する。 

             （コメント）生き生きとした市民活動があって、他の活動や行政と連携 

              し、持続的に生きられる地域にするために、自治体の政治・行政はどのような位置をし 

              めるべきだろう？と考えさせられる一冊です。本の価格もちょっとはるので、興味は 

              あっても、購入するにはちょっと高いかも・・・・と考えた方、是非、手にとって読ん 

              でみてください。 

「ぼくをわかって！」阿蘭ヒサコ・冨部志保子著／ＮＴＴ出版 

～自閉症、不登校の子どもと家族、二つの物語。～ 
100人に1人は自閉的傾向がある、と言われている昨今、これらの子ども達を支援するための 

法的制度環境の整備は進んでいる一方、自分の子どもが「障がい児」であることをなかなか 

受け入れられない親が、実際には多く、問題を引き起こす例が後を絶たない。 

本小説では、一人の少年の「自閉症」という診断をきっかけにした家族への波紋、確執、自 

閉症の特性というものを描きながら、「自閉症という個性」を受け入れ、向き合おうとする 

母親と家族の姿を描く。 

（コメント）全国に子ども育成のために活動している団体はたくさんあります。きっと、皆 

さんのお近くにも・・・。それと同時にお子さんのことで悩んでいる方も多いことでしょう。 

この本はそんな現状を小説形式で読みやすくつづられたものです。悩んでいる方は、自分ひ 

とりじゃないと心が軽くなる一冊かもしれません。こんな複雑な時代だから、この本のペー 

ジをめくってみてください。子どもの世界も複雑です。 

            （この本は NPO法人 モバイル・コミュニケーション・ファンド様より寄贈されました。） 

 

  交流コーナー図書スペースで閲覧できます。貸し出しには、免許証などの身分証が必要です！！           

 

 

 

 

 

平成２０年度の市民活動フェスティバ

ルの３市長座談会の話し合い内容をう

けておこなわれた「平成21年度の市民

活動フェスティバルの意見交換会」に

おいて、「協働」をテーマにどんな内容

が話し合われたかふりかえりがおこなわ

れた。その際、福島県や県民活動サ

ポートセンターさんでは、「2年前から子

育て関係の団体数、活動内容を調査

し、子どもの育ちやすい環境を整える

ファミリーサポート事業（「子育て」「地域

コミュニティ」「環境」）を行っている。行

政は市民団体の持つ情報を知らないこ

とも多いので、そういった団体意見や情

報を知りたい。などの発言があった。保

原町環境ワーキンググループさんから

も、伊達市の市民団体の現状や平成

21年度の活動内容が紹介された。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

事前にとったフェスティバルアンケート

をもとに話し合いがもたれた。目立った

内容は次の通りだ。 

「大きなテーマがみえなかったので、次

回はブースごとにわけてほしい」 

「実行委員会も市民団体形式であった

り、当日のブースが隣あっていたりで、

他団体と仲良くなれた」 

「事務局がふくサポだったのもよかった」 

 

 

 

 

 

 

「県で取り組んでいる子育てしやすい

環境づくりは、子育て関係の団体にか

ぎったことではない。色々な種類の団

体がネットワークを組み情報を共有す

ることで、活動をもりあげていきたい。」

などの話や移転するふくサポや福島市

役所新庁舎の活用法、県北広域連携

などが話し合われた。 

また、同じ方向性の活動団体を集め、

連携をもつことの大切さや、団体の代

表者だけでなくスタッフレベルでの交流

の大切さも話題にのぼった。 

 平成２２年度のフェスティバルについ

ては、おこなう方向性で考えている。と

の話がなされた。 

将来的には、同じ方向性の団体同士

が定期的に交流し、分科会的な小規

模なフェスティバルもできればよいなど

の意見もだされた。 

 

              （出席者13名） 

 

 

 

 

第3回 市民意見  

交換会レポート 

平成22年3月27日（土）、街なか夢工房さんにおいて福島の将来像を考える市民会議さ

ん主催の第3回市民意見交換会が開催されました。交換会に出席してきましたので、内

容をご紹介させていただきます。 

市民活動フェスティバル 

アンケートからみる反省点 

今後の課題と 
平成２２年度のフェスティバル 

交流コーナーから、今月の図書紹介 

市民活動フェスティバル

意見交換会をふりかえる 

コラム 

『ふくしま県北市民活動ガイドブック』の刊行について 
               ふくしまＮＰＯネットワークセンター理事 

                  （放送大学福島学習センター所長） 

 北村 寧 

  
ふくしまＮＰＯネットワークセンターでは、４月30日付で『ふくしま県北市民活動ガイ

ドブック』を刊行しました。この冊子（ブックレット）は、福島県の北部（福島市・伊

達市・二本松市・本宮市・伊達郡・安達郡）の市民活動団体（ＮＰＯ法人と任意活動団

体）のデータを収録しています（Ａ５判、全114ページ、定価500円）。カラフルな表紙

とともに、本文中に多数の「ひとくちコラム」欄を設け、適宜カットを挿入するなど、

読みやすくなっております。市民活動の手引きとして大いにご活用ください。 

 本冊子の構成と概要を簡単にご紹介いたします。まず、構成は以下のとおりです。 

  ・はじめに 

  ・第１部 ＮＰＯ法人編 

・第２部 任意団体編 

  ・編集後記 

 次に、概要です。冒頭の「はじめに」は「情報共有は市民活動のエンジン」と題し

て、刊行の趣旨を述べています。市民活動団体の発展にとって重要な要素の１つは情報

です。県北の市民活動に関する情報を提供することによって、当該市民活動団体のみな

らず、一般市民および行政の活動に資すること、これが本冊子刊行の意義です。 

 「第１部 ＮＰＯ法人編」は、当センターから県北のＮＰＯ法人130余に原稿執筆を依

頼し、原稿を提出してくださったＮＰＯ法人・59団体のデータを掲載しています。主な

項目は、①団体の名称、②目的ならびに活動内容、③所在地・連絡先、④困っているこ

となどです。各ＮＰＯの具体的な状況が当事者の手によってリアルに書かれています。 

「第２部 任意団体編」については、「福島市市民活動サポートセンター」を通じ

て、120余の諸団体に原稿執筆を依頼し、寄稿してくださった53団体のデータを掲載して

います。多彩な市民活動の一端を知ることができるのではないでしょうか。 

「編集後記」は、本冊子の刊行までの経過を書いております。当センターが本冊子の

刊行を企画・立案したのは2008年10月のことでしたから、刊行までに１年半もかかった

ことになります。末筆ながら、刊行の遅滞をお詫び申し上げますとともに、原稿執筆に

ご協力くださった各団体の皆様に心より御礼申し上げます。 
 

 

福島県北市民活動 

         ガイドブック 

※ガイドブックはサポートセンター交流広場で

閲覧できます。 



カウンターでカエルがお待ちして

ます！！ 

新しくなったふくサポの中を探検！広くなっ

た施設はどんなかな？？♪♪ 

交流広場 

印刷室 

平和通りを見わたせる、広々とし

た室内での作業は、はかどること

間違いなし！！です。 

にゃんこ隊長 

会議室＆多目的ルーム 

ふくサポ 施設見取り図 

１、団体登録（ふくサポにご来館ください。） 

２、予約お申込み（お電話でも予約は可能ですが、ご利用までに1度、ふくサポにご来館ください。お申込み 

 用紙に記入頂きます。正式に受け付けましたら、控えをお渡しいたします。） 

３、ご利用当日、控えをお持ちください。使用報告書の用紙をお渡しします。 

４、ご利用後、室内を使用前の状態に復帰してください。（簡単なお掃除をお願いします。） 

  また、ゴミはお持ち帰りください。 

５、事務室に、記入済「使用報告書」をお渡しください。 

印刷室（写真） 

  写真 交流広場 

多目的ルーム 

会議室 

会議室 
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会議室  

総会や講座などに、最適です。会議室はＡ１，Ａ２、Ｂ１、Ｂ2の4部屋があ

り、それぞれ２０～３０人収容できます。しきりをとって、Ａ１・Ａ２ 、Ｂ1・Ｂ2を

それぞれ1部屋につなげることができ、広く使うことも可能です。 

多目的ルーム  

広い空間となっており、自由な発想でご使用可能です。朗読会や練習

室、イベントなどに最適！！ 

※ 会議室、多目的ルームの使用は団体登録が必要です。（無料） 

＜ご使用の流れ＞ 

市民が気軽につどえる場です。丸テーブルを4つと長方形のテーブルを2つ

配置していますので、打合せなどにご利用ください。また、情報提供スペース

では、市民活動団体の新聞のスクラップ記事のファイルやＮＰＯなどの関連

資料や図書の閲覧ができます。（図書は貸し出し可能です。お気軽にスタッ

フにお声をおかけください。＊貸し出しには身分証が必要です） 

市民活動団体などのポスターやチラシ、助成金情報の掲示、パンフレットや

機関紙などが置いてありますので、情報収集や広報に便利です。また、サー

ビスカウンターも設け、「市民活動を始めたい」「他の団体と交流したい」な

ど、公益的市民活動に関するさまざまなご相談にスタッフがお答えしたり、より

専門的な知識をもったアドバイザーを紹介したりします。 

印刷機や裁断機、紙折り機、作業台がある作業スペースです。ニュースレター

やチラシなどの作成にご活用ください。なお、印刷機は有料です。 

＊印刷機の用紙については、持込を原則としておりますが、事情により持ち込め

ない場合、販売もしております。 

＊コピーについては事務室のスタッフにお申しつけください。（有料） 

＊施設見学、または利用をされた方で希望される方には、 

     福島の風景絵葉書プレゼント！！（先着順です。） 
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