
２０１1年８・９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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   ～にゃんこ隊長、変動のＮＰＯをみつめる～ 

７月２５日（月）Ａ・Ｏ・Ｚに

おいて市民ミュージカル「人類

の破片」Ⅶが上演された。（市民ミュージカル「人

類の破片」上演実行委員会主催）日本初の模擬原子

爆弾が渡利に投下され、尊い少年の命が失われた。

史実に基き作られた市民参加のミュージカルは、今

年で７回目を迎えた。今回は、震災の影響で主演の

二人によるクライマックス場面

の朗読というかたちで行われ

た。迫真の演技に思わず涙する

観客もみられた。人権と平和に

ついて改めて考えさせられる時

間を過ごした。 

交流広場展示情報 

ふくしまNPO・市民活動団体連携復興プロジェクト会議（ふくふく

会議）の復興計画部門では、「アルカディア会議」という研究会を

発足させ、再生可能エネルギーとそれによる地域復興の実現可能性

を探っています。双葉地方はこれからどうなるのか・どうするの

か。そこを新エネルギーのセンターにしようという構想に誰も反対

はしないでしょうが、果たしてそれは具体的にどのようにすれば実

現できるのでしょうか。 

 アルカディア会議では、東北大学の小浜教授が研究・開発してい

るマグネシウム電池による画期的な電力供給システムを検討してい

ます。オーストラリアの広大な砂漠で太陽熱を使ってマグネシウム

を還元し、それを日本に搬送してマグネシウム電池を製造する。そ

してロスの多い送電線を使わず、電池を直接家庭や企業に運んで使

用する構想です。マグネシウムは地球上にいくらでもある資源であ

り、また砂漠こそは太陽エネルギー利用の宝庫であるという点に着

目しています。夢のような印象がありますが、東北大学では本腰を

入れた研究を進めているということです。 

 研究会ではほかに、縦軸型の風力発電についても学習していま

す。現在は横軸でプロペラを縦に回す風力発電が一般的ですが、縦

軸に転換することで、どちらの方向からの風も利用できるとか、低

周波振動の弊害が少ないとかの利点があるということです。小規模

なものではすでに各地で実用化されています。 

 再生可能エネルギーは世界的に大きなマーケットが拡大しつつあ

り、原発事故の影響で日本でもにわかに注目を浴びています。それ

だけに、いろんな事業者が一斉に売り込みに走り、その中には問題

のある業者も混じっていることでしょう。あくまでも地元の住民や

企業が主体になって、地域に根差したエネルギー開発を進める必要

があります。 

 新エネルギーで浜通りが再生を遂げるためには、発電設備を構築

するだけでなく、それを製造する「ものづくり」の拠点を作ること

が課題です。外来資本に地域の未来を委ねる形で進められてきたこ

れまでの電源開発を、地域主導の新たな電源開発に転換する。首都

圏との関係をもう一度考え直すことも重要なテーマでしょう。 

コラム 

ふくサポ探検隊～ニャンコ隊長、変動のＮＰＯをみつめる～  「新エネルギーによる地域再生の可能性をさぐる」 

   

   （福島大学副学長・ふくしまNPOネットワークセンター理事  
                     ／清水修二 ） 

編集後記 
  

 節電が耳に痛い暑い暑

い夏が過ぎようとしていま

す。震災からの５ヶ月はと

ても早く過ぎたように感じま

すが、それはきっと、多くの

変化を体感し、多くの物を

見、多くのことを聞いたか

らなのでしょうか・・・。 

震災からずっと休むことな

く支援活動を続けてこられ

た皆様、また、日常を取り

戻そうと不具合が生じる

中、通常の活動を続けて

いらっしゃる皆様に感謝感

謝の毎日です。 

  内山、桜井 

 

（上写真）迫真の演技風景 

にゃんこ隊長 

ＮＰＯ法の改正は認

定ＮＰＯ法人の拡大

の後押しとなるね。 
ＮＰＯ法、１３年ぶりの改正で何が変わる？ 

      お知らせ 
 

 ふくふくプロジェクトの事務所（ふく

サポ館内）にスタッフが常駐するよう

になりました。連絡先は下記の通りで

す。お近くにお寄りの際は是非お立

ち寄りください。 
TEL／FAX：０２４-５２１-９３１１ 

E-mail:fpic@fukufuku-project.net 
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チェンバおおまち ３階 
（上写真）全国からの応援メッセージ 

（東日本大震災写真展より） 

認証ＮＰＯ法人制度の４つの改正 
 ①認定ＮＰＯ法人制度をＮＰＯ法に盛り込む。 

 ②認定の権限を国税庁から都道府県・政令市へ移管する。 

 ③パブリック・サポート・テスト(ＰＳＴ）が緩和され、 

  「仮認定制度」が導入される。 

 ④インターネットを通じた情報開示を進める。 

 

★これまで、「寄付収入が事業収入の５分の１以上」だった 

認定要因が、「３千円の寄付者が年間平均１００人以上」「 

条例指定」という規定基準が加えられ、どれかひとつ要因を 

みたしていれば認定を受けやすくなる。 

★新しい寄付税制も可決され、認定ＮＰＯ法人等に寄付した 

個人に対して、税額控除制度(最大５０％）が導入されること 

になった。 

 
 

 

「東日本大震災 福島県太平洋沿岸地域の写真

展」には、多くの来場者がありました。避難者か

らのＳＯＳや全国からの応援メッセージは来館者

の心に強く響いたようでした。来館者からの声も

あり、この写真展は９月１５日まで、延長してお

ります。また、現在、「子ども劇場っ 

てなあに？」パネル展を開催中です。 

今後も９月１７日より「信夫山の歴史と散策の魅力展」を予定しており

ます。是非、ご来館ください。 

 

特定非営利活動法人制度の４つの改正 
 ①活動分野の追加・・・ＮＰＯ法人の主な活動内容に「観光の振興を図る活動」「農山漁村及 

         び中山間地域の振興を図る活動」「都道府県・政令市の条約で定める活動」 

         の３分野が追加された。 

 ②内閣府の認証事務をなくし、認証は主たる事務所の都道府県・政令市に移管する。 

 ③会計書類を「収支計算書」から「活動計算書」に名称変更する。 

 ④解散広告回数を削減し、届出事項を追加するなど認証の柔軟化・簡素化を行う。 

７月１５日（金）

Ａ・Ｏ・Ｚにおい

て（有）ＭＡＲＳ ＤＥＳＩＮＧ 渡邊 将 氏を講師

に迎え、地域の学校「福島校」～地域のお宝発見！ブ

ログやツイッターで情報発信講座～が開催された。

（いいざかサポーターズクラブ主催）ブログ、ツイッ

ターとは何かという基本的なことから始まり、それぞ

れの特徴や活用例などを学んだ。震災でツイッターが

活用されたことをうけて、ぜひ使え

るようになろうという参加者も多

かったようだ。実際に使ってみる時

間も設けられ、参加者はスタッフの

方々から丁寧な説明をうけることが

地域の学校「福島校」 

（上写真）講座の様子 
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震災から５ヶ月 

復興の夏を追え！！ 
  

３月１１日の震災から５ヶ月多くの避難所が閉鎖する中で、

避難者のニーズも目まぐるしく変わってきている。復興支援

活動に動く市民活動団体の夏を追った！！ 

節電が苦しい暑い夏を元気にスポーツでのりきるエフ・

スポーツの皆さんにお話しをおうかがいしてきました。 
 

⑱回目 ＮＰＯ法人 エフ・スポーツ 

 

代表者：代表  本宿 尚 氏  

 

会員数：約２００名 

 

活動歴：平成１２年に地域スポーツの未来を考える 

    会として活動をスタートさせる。平成１３ 

    年にＮＰＯ法人を取得。設立して今年で 

    １１年目をむかえる。  

 

活動内容：  福島市中心市街地活性化に一役買うであ 

     ろう！そんな期待を背負って２月にオープ 

     ンさせたパセナカＭｉｓｓｅ。その１階に 

     事務所をかまえているのが、エフ・スポー 

     ツだ。 

   エフ・スポーツは会員が指導者、トレーナー、事務局スタッフなどとなり、自主 

  運営をしている。ヨガセラピーやフラダンス等のサークルや教室などを通してスポ 

  ーツを楽しみ、時にはサマーキャンプなどの四季折々のイベントも開催する。街の 

  スポーツコミュニティとして、これまでも、地域に貢献してきた。 

  その彼らが、さらに街中に事務所を移転させるには、こんな想いがあった。 

  「街中でもっとみじかにスポーツを楽しんでほしい。仕事帰りに、気軽によって 

  スポーツができたら、もっと使いやすいのではないか？」その考えから、街中を 

  歩くウォーキングコースもつくった。また、パセナカＭｉｓｓｅの屋上にはフット 

  サルを楽しめるコートもあり、フットサルのコートは現在、週の半分は利用されて 

  いる。ウォーキングも日曜日、水曜日、金曜日の週３回、楽しめるコースが設定さ 

  れ、その内容はノルディックウオーキングや、街中や公園を散歩気分で楽しめるも 

  の、夕方から仕事帰りの人たちが軽く運動できるものなど、初心者から上級者向け 

  にコースが考えられており様々だ。 

   すべてが順調に見えるエフ・スポーツスタッフの半澤さんはこんな悩みを語った。 

  「震災以降、会員は減っていますし、活動に使っていた体育館も震災の影響をうけ 

  ており、思うように活動ができません。」なるほど、かつて約５００名ほどいた会 

  員は震災の影響で避難し、現在では２００名ほどに半減しており、体育館のかわり 

  に行うふくサポやＡ・Ｏ・Ｚでの活動には、限界がある。これは震災を経て今、同 

              じような悩みをかかえている団体は多いのではないだろ 

              うか。 

               エフ・スポーツには現在、３歳～７０代の会員が活動 

              している。「地域にねざし、スポーツで世代を、従来の 

              コミュニティを、超えて、スポーツする喜びを通じ、福 

              島市中心市街地の活性化につとめていきたい。」そう語 

              る彼らの思いに、未来の福島市は答えられるのか？それ 

              は、福島市に住む私達一人一人の今後の言動にかかって 

              くるのかもしれない。        (取材：内山愛美） 

 

 

（上写真） 

 エフ・スポーツ事務所 
 

プロジェクトＦＵＫＵＳＨＩＭＡ 

（左写真）

全国から

寄せられた

風呂敷 

(右写真） 
参加したい

いざかサ

ポーターズ

クラブ 

（下写真）コンサート会場の様子 

ネパール竹笛コンサート 

サポワン 

街中散歩で運動不足解消！！

ですね。 

あづま総合体育館避難所 夏祭り （下写真）バルーンショー 

（下写真） 

「猫夜噺」の人形  

  

 

６月２８日（火）、２９日(水）に福島テルサに

おいて「島田歌穂＆島健 お元気ですか コン

サート」が開催された。（福島元気の芽実行委員

会主催）これは東日本大震災で被災した人達を元

気付けたいと、島田歌穂さん、島健さん夫妻が福

島演劇鑑賞会などに声をかけ、実現した。会場内

はたくさんの来場者であふれ、その歌声はどこま

でも澄んでいた。会場内

はピアノの優しい音色に

包まれ、震災で忘れかけ

ていた穏やかな気持ちを

思い出すつかの間の楽し

い時をすごした。 

 

８月９日（火）こむこむにおいて

大人のための人形劇「猫夜噺」が上演され

た。（市民公益活動パートナーズ主催）これ

は、ふくしま復興支援「笑顔はたのしいこと

から生まれてくる」プロジェクトの１つで、

公演を通して人間の悲哀や日常が面白おかし

く皮肉られていたり、コミ 

カルなセリフまわしに、来 

場者は声をあげて笑い、元 

気をもらった。 

また、１０日(水）には、 

親子招待公演「くわえ  

パペットステージ」が 

行われた。 

                       

 

８月１５日(月）四季の里において８．１５世界

同時多発フェスティバルが行われた。(プロジェ

クトＦＵＫＵＳＨＩＭＡ主催）これは福島から世

界各地に呼びかけ、音楽やダンス、美術、詩、映

画、演劇を通して、今の、これからの福島を発信

していくもので、会場内は芝生の放射線から守る

ために全国から集められた風呂敷が敷かれた。舞

台では坂本龍一氏の演奏などがイベントを盛り上

げた。 

 

  

8月末に、閉鎖予定の避難所での楽しい思い出を作ってもらいたいとの思いか

ら、（ＮＰＯ法人シャローム主催、ふくふくプロジェクト協力）8月20日

(土）、あづま総合体育館において「昔ながらの夏祭り」が開催された。夏祭

りでは、射的やカキ氷、ポップコーンなどの縁日が楽しめ、舞台ではバルー

ンアートショーや歌、マジック、フラダンスなどが繰

り広げられた。中でも山木屋太鼓演奏は避難中の子供

達が出演し、演奏途中故郷への思いを語り、会場の拍手を誘った。祭りの最後

には会場中が一緒に盆踊りを楽しみ、参加者の絆を深めた。 

他に会場では、カラフルそうめんの炊き出し（ＮＰＯ法人まごころサービスセ

ンター主催）やフリーマーケットなどが平行して行われ、夏祭りを盛り上げ

た。 

(上写真）コンサートチラシとＣＤ 

お元気ですか？コンサート 

（下写真）フリーマーケットの様子 

（上写真）サークル活動の様子 

猫夜噺 

 

 

７月１８日（月）「ネ 

パール竹笛コンサート」 

が福島市Ａ・Ｏ・Ｚで 

開かれた。(ルワンダの 

教育を考える会主催） 

カンベンガ・マリール 

イーズ理事長の講演と 

コンサートの２部構成で 

講演の中ではルワンダの内戦の話の中で今回の

震災のことに触れ、命の大切さと生き方につい

て語った。また、コンサートでは、笛の美しい

音色と太鼓の軽快なリズムが来場者を魅了し

た。会場では、ルワンダの教育と震災で被災し

た子供達のための募金活動も行われた。 
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平成２３年度講座紹介 平成２４年度 競輪・オートレース補助事業 
 

〈対象〉①公益の増進②新世紀未来創

造プロジェクト③社会福祉の増進④地

域振興（東日本大震災復興支援補助） 

〈支援金額〉①事業費上限なし、施設の

建設２億円、施設の改修３,０００万円 等 

②上限１００万円③事業費上限なし、施

設の建設１億円、福祉車両の整備３１５万

円 等④上限３００万円 

〈応募締切〉平成２３年９月３０日（金） 

〈お問合せ先〉財団法人JKA  

 補助事業ｸﾞﾙｰﾌﾟ 公益・福祉振興ﾁｰﾑ 

 E-mail： 

  koeki24yobo@keirin-autorace.or.jp  

第７回ＴＯＴＯ水環境基金 
 

〈対象〉地域の水と暮らしの新しい文

化の実現に向けた実践活動。地域

の水と暮らしの関係についての調査

研究活動。 

〈支援金額〉総額１,０００万円 

           （１０件程度） 

〈応募締切〉平成２３年１０月１０日（月）     

〈お問合せ先〉ＴＯＴＯ株式会社  

     総務部 総務第二グループ    

           担当：宗・曾根﨑 

        電話 0９３-９５１-２２２４ 

ふくサポ展示・

災害支援 
物資提供・支援・

ボランティア募集 

・お知らせ ｅｔｃ 
情報  

第５回共生・地域文化大賞  

表彰部門 

〈対象〉地域の市民活動団体による

地域文化活動。 

〈支援金額〉共生・地域文化大賞…１

団体 賞状・活動奨励金１５０万円 

共生優秀賞…３団体 賞状・活動奨

励金５０万円 共生奨励賞…５団体 

活動奨励金１０万円 

〈応募締切〉平成２３年９月３０日（金） 

〈お問合せ先〉共生・地域文化大賞  

   運営事務局 担当：田口・内田  

      電話 ０７５-３５３－６２９２ 

みんなで考えよう 災害ボランティア 

 

数々の自然災害に、被災者のﾆｰｽﾞに

合った支援、ﾈｯﾄﾜｰｸ、人と人との心の

繋がり（地域福祉交流）等、NPO法人

ﾊｰﾄﾈｯﾄふくしま理事 中村紀子さんの、

貴重な体験を聞きながら「皆で話し、考

えよう、今後の自分達なりのﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ」 

〈日時〉１０月１６日（日） １３：３０～１５：３０ 

〈場所〉Ａ・Ｏ・Ｚ（アオウゼ） 大活動室１ 

〈参加費〉無料  

〈定員〉５０名（定員になり次第締切） 

〈申込受付先〉９月２１日（水）より 

        Ａ・Ｏ・Ｚ（アオウゼ）           

         ＴＥＬ ０２４－５３３－２３４４  

子どもたちの“こころを育む活動” 

全国大賞 
〈対象〉団体または個人が行う子どもたち

の“こころを育む活動”で、活動に「進め

る工夫」「広げる工夫」「続ける工夫」のい

ずれかが認められるもの。 

〈支援金額〉①団体の部 全国大賞…副

賞１００万円 ブロック大賞…副賞３０万円

奨励賞…記念品②個人の部 個人賞…

記念品 奨励賞…記念品  

〈応募締切〉平成２３年９月３０日（金） 

〈お問合せ先〉「こころを育む総合フォー   

         ラム」全国運動 事務局   

          電話 ０３－５５２１－６１００ 

  子ども劇場ってなあに？ 
〈内容〉子ども劇場の活動の内容を広く皆   

         さんに知っていただこうと企画した    

         パネル展です。 

〈場所〉福島市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ  

     交流広場 

〈日時〉開催中～９月１５日（木）            

〈入場料〉無料          

〈主催〉福島中央子ども劇場 

     福島南子ども劇場  

     福島西子ども劇場 

〈お問合せ先〉 

    福島市市民活動サポートセンター  

          TＥＬ ０２４－５２６－４５３３ 

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 

    「ＮＰＯ入門講座」 
日時 ９月２４日（土）１３：３０～１５：３０ 

内容 ＮＰＯ法人の設立構造や活動 

    内容などを学ぶ。そのメリット、 

    デメリットとは何か？ 

市民活動 

ステップアップ 

       講座 

ボランティア募集のお知らせ 
 

被災者支援のボランティア募集 

・ 支援物資の仕分け 

・ 仮設住宅入居説明会立会い  

・ 引越しのサポート 

・ 被災地状況報告などのパソコ    

  ン作業  等        

〈お問合せ先〉 

     NPO 「花見山を守る会」  

           担当  高橋 

      ＴＥＬ ０２４-５３９-８９０８ 

  がんばろう福島！ 

        復興支援バザー 
 

バザーのために県内外から寄せられ

たたくさんの品物が販売されます。

売上金は全額寄付となります。 

〈場所〉ふれあい茶屋・さくらの 
        （花見山大駐車場そば） 

〈日時〉９月の日曜日、２回開催予定 
   ※詳しい日程は、お問合せ下さい 

〈お問合せ先〉 

     NPO「花見山を守る会」 

      ＴＥＬ ０２４－５３９－８９０８  

赤い羽根「災害ボランティア・ＮＰＯ活動

サポート募金」助成事業 <第４次応募> 
 

〈対象〉東日本大震災で被災された方が

たへの救援・支援活動を現に行うボラン

ティアグループ、ＮＰＯ法人、社会福祉

法人、学校法人、公益法人等 

〈助成金額〉①短期（おおむね１か月未

満）の活動：５０万円以内 ②中長期（１か

月以上）の活動：３００万円以内 

〈応募締切〉平成２３年９月３０日（金） 

〈お問合せ先〉社会福祉法人  

      中央共同募金会企画広報部  

      （ボラサポ担当）  

      電話 0３-３５８１-３８４６（代） 

第３１回こ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） 
 

子育て支援について、支援者の心構え

等を学びます。 

〈日時〉９月１０日、１１日、１７日、１８日  

    １０：００～１７：００ 

〈場所〉福島市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 

〈受講料〉無料 

     （但しテキスト・資料代３,０００円） 

〈定員〉先着３０名（託児あり、要予約） 

〈お問合せ先〉 

 こども緊急サポートネットワークふくしま    

        事務局担当 佐藤・河野 

        ＴＥＬ ０２４－５９２－２２７０ 

   「ボランティア講座」 
日時 １１月１２日（土）１３：３０～１５：３０ 

内容 震災後、変化し続ける環境の中で 

    子どもを対象とする市民活動の視 

    線で、ボランティアの課題を探る。 

 「NPO法改正・新寄付税制 」 
日時 １０月３０日（日）１３：３０～１５：３０ 

内容 今年６月、ＮＰＯ法が改正され 

    た。改正にはどんな背景があっ 

    たのか？改正内容とは？ 

   「伝承と地域のきずな」 
日時 １２月１０日（土）１３：３０～１５：３０ 

内容 この震災では、地域に伝わる伝承を 

    生かしたことで命運をわけた地域が 

    ある。実例を用いて地域づくりを考える。 

ＮＰＯ 

マネジメント 

       講座 
「ＮＰＯ活動のための資金開拓術」 
日時 １２月３日（土）１３：３０～１５：３０ 

内容 多くの資金開拓方法がある中 

   実例を用いて、成果のあがる 

   活用法を考える。  

  「助成金・補助金講座」 
日時  10月開催予定 

内容 知っているつもりで、案外知らない 

   助成金の基礎。募集する側からみた 

   助成金の裏側とは？ 

  「会計＆税務」（２回コース） 
日時 １１月２６日（土）、２７日（日） 
         １３：３０～１５：３０ 

内容 昨年、ＮＰＯの会計が新しくなり、今年 

    はＮＰＯ法が改正された。新しくなったＮ 

    ＰＯ法との関連性などを学ぶ。 

「行政との協働で行う災害復興計画」 

日時 ２月開催予定 

内容 被災者支援などの活動をしている 

   団体の代表者と行政が話し合う。行 

   政との協働の現状や理想を考える。  

オープン 

   セミナー 

    (講演会） 

「自然エネルギー」についての 

              講演会 
日時  １０月１５日(土） 

     １３：３０～１５：３０ 

講師  法政大学 舩橋晴俊氏 

内容  現代の放射能問題から未来に 

   つなげる自然エネルギーを考える。 

   私達の身近にはどんなエネルギー 

   が存在するのか？地域に効果的な 

   エネルギーを探る。 

「伝承(歴史を生かすまちづく

り）と地域のきずな」～完結編～ 

日時  平成２４年１月１４日(土） 

     １３：３０～１５：３０ 

講師  いわき地域学会・ 

     明星大学 夏井芳徳氏 

内容  民族研究家を講師にむ 

   かえ、伝承を生かした地域 

   づくりを考える。災害を経た 

   今、必要なものは何か？ 

 「成年後見制度 説明会」 
  ～考えてみませんか？ 

          安心できる今日・明日～ 

〈場所〉福島市中央学習センター 

〈開催日時〉 

  ９月８日（木）・１０月１３日（木） 

  1０：００～１１：３０ １８：３０～２０：００ 
  ※９月は夜間の説明会はありません。 

〈参加費〉無料（資料代２００円） 

〈お問合せ先〉 

 NPO法人「市民後見サポート」の会 

                  遠藤 

    ＴＥＬ/ＦＡＸ ０２４-５２２-１４２６ 

信夫山の歴史と散策の魅力展 
 

〈内容〉信夫山の魅力満載 !! 歴史と

散策コースをお楽しみ下さい。 
〈場所〉 

   福島市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ  

   交流広場 

〈日時〉９月１７日（土）～１０月１６日（日）            

〈入場料〉無料          

〈主催〉魅力ある福島をめざす会 
〈お問合せ先〉 

  福島市市民活動サポートセンター  

       TＥＬ ０２４－５２６－４５３３ 

※ 開催場所はすべて 

福島市市民活動サポート

センター会議室です。 

※ 開催場所はすべて 

福島市市民活動サポート

センター会議室です。 

※ 開催場所はすべて 

福島市市民活動サポート

センター会議室です。 


