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2016年 10･11月号 

にゃんこ隊長が行く！ 

 「チームふくしま」は、地元福島を盛り上げようと若手経営者

を中心に結成された団体です。震災後の2012年2月にNPO法人化

し、主に被災地での復興支援に関する事業を展開しています。団体の主力事

業は、「福島ひまわり里親プロジェクト」。現在全国的な広がりを見せる

「福島ひまわり里親プロジェクト」は、全国各地と福島をひまわりで結ぶ活

動で、震災の2ヶ月後からスタートしましたが、きっかけは二本松市の福

祉作業所で働く障がい者のための雇用対策からでした。 

チームふくしま 

【マスコットキャラクターのたびくまくん】 

 原発事故に伴う風評被害の影響で、福島の観光業や農漁業などが深

刻な打撃を受ける中で、特にその「しわ寄せ」を受けたのが障がいの

ある方たちでした。震災後、障がいある方たちが行ってきた軽作業な

どの受注が大きく減少し、作業所に行っても仕事がないという状況の

中で、「何か応援できることはないか」という思いからプロジェクト

が始動しました。ひまわりの種をパック詰めにする仕事を作業所に依

頼し、その種を全国に販売することで得た利益を作業所へ還元すると

いう「雇用創出」を図ったプロジェクトには、他にも福島のひまわり

を育てることで震災の風化を防ぐ「風化対策」や、ひまわりを誘客の

手段として活用する「観光振興」といった様々な思いも込められています。 

《お問合せ》 

福島ひまわり里親プロジェクト(ふくしま事務局) 

TEL：024-529-5153 FAX：024-529-5794  

住所：福島市野田町6-7-8 B103 

「福島県に『復興のシンボル』としてひまわりを植えよう」という言葉に共感した全国の「里親」が種を

育て、花を咲かせ、採れた種を福島に送り返してもらい、その種を福島県内に配布し、花を咲かせ、種を搾

油し、最終的にはバスの燃料の一部として活用するというこのプロジェクトに、これまでに全国で累計17万

人以上の方々が参加されました。 

【プロジェクトについて語る事務局の清野 巽さん】 

清野さんは「プロジェクトを通して生まれた交流から、真の復興を遂げ「福島

を同情の街から、尊敬の街に」なることを目標に、今後も「チームふくしま」

は、福島から日本を元気にする事業を行っていきたい」と話されていました。 
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「長期（3カ月以上）インターンと

短期（1週間や1ヵ月）インターンの違いについてどう、お考えですか？」 

 長期で受け入れる場合、「長いな」と思いますが、3日間だけのインターンだと、1日目は

立っているだけ、2日目は前日の反省を受けてある程度動けるようになり、3日目で「さあ、こ

れからと」いう時に終了となり、スタートラインに立つ準備で終わってしまいます。 

 長期は「じゃあ次は！」ができるのがよいです。 

 「ＮＰＯには、若い人材は育たない」そんな声を聞いた時期もありましたが、東日本大震災以降、ＮＰ

Ｏ活動に多くの若い方の姿を見ることができます。 

若い力に可能性を見出し、若者の人材育成プログラムに係る皆さんの声をお聞きしました。 

 

若い可能性に福島の未来を考える ～シリーズ人材育成①～             

「人材を育てるには何が大切でしょう？」  

 自ら体験し、積極的に考え、学ぶことが大切だと思います。未来を創りだす強い人材を

つくるには、いかに「アウェイ体験」をするかにあると思います。ＮＰＯに参加するという

ことはわからない世界に飛び込む訳で、毎日変わる出来事の中で感性を豊かにし、多くのこ

とを学ぶことになります。私たちはその学びを提供できると思います。 

「インターンは何をきっかけに参加されるのでしょう？」 

 多くの場合は、学校の先生からの勧めのようです。ボランティアをする

にしても、インターンをするにしても、ＮＰＯに対する情報が少なく「怖

い」という印象があるようです。ことに、長期となると… 

 しかし、そもそも学生はＮＰＯを知るきっかけが少ないし、学校では得

られない経験ができることが魅力のようです。 

プログラム企画担当の声 

 「受入れ団体としてどんな成長がありますか？」 

 インターンと一緒に過ごすことで新たな発見があります。 

インターンの報告書をスタッフ全員が目を通し、インターンの視点を知ることで、

みんなでインターンを育てていく、スタッフ自身、自分を顧みるきっかけにもなり

ます。 

インターン受入団体の声 

インターンの声 
住友商事住友商事住友商事   東日本再生ユースチャレンジ・プログラム東日本再生ユースチャレンジ・プログラム東日本再生ユースチャレンジ・プログラム   

                           インターンシップ奨励プログラムインターンシップ奨励プログラムインターンシップ奨励プログラム201620162016インターンインターンインターン   

皆さんこんにちは！9カ月間という短い期間ですが、皆さんと

たくさんお話ができたらうれしいです。残りの期間スタッフ

の皆さんのご協力をいただき頑張ります。 

 

みなさん、こんにちは！9ヶ月のインターン活動の中で、

様々なことにチャレンジし、たくさんの人々と関わってい

きたいです。そして大好きな福島のことをもっと知りたい

です。よろしくお願いします！！ 
福島学院大学 ２年 

佐藤 郁美さん 
福島大学大学院 １年 

横川 早也桂さん 

ふくしまＮＰＯネットワーク
センターの2名 
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福島市市民活動サポートセンター登録団体連絡会 

 １１月２６日、２７日の２日間、福島で活動するＮＰＯや市

民活動団体が一堂に介する、年に１度のお祭り「ふくしま市民

活動フェスティバル2016」が開催されます。 

今年のテーマは、『協働の文化創造』～コラボで育てる福島の

タネ～です。福島県民が一丸と

なって復興に取り組む中で、あら

ためて福島市における市民の連

携、多様な主体との協働を参加者

と共に考え、協働の文化の創出

と、それぞれのネットワークの強化を図ることを目的として開催します。 

  

11/26・27  

ふくしま市民活動フェスティバル2016 
『協働の文化創造』～コラボで育てる福島のタネ～ 

◆日時 11月26日 10:00～18:00／ 27日 10:00～16:00 

◆会場 チェンバおおまち1階・3階 福島市市民活動サポートセンター 

◆主催 ふくしま市民活動フェスティバル実行委員会 ◆共催 福島市 

◆お問合せ ＴＥＬ 024-526-5433 

 

福島市出身著名絵本作家  
丹治 匠さんサイン入り絵本 

ふくしま市民活動フェスティバル

開催 

また、なんといっても注目は、オークションです。団体さんの

活動資金として役立てる為、善意の寄付としてお預かりした品物や福島ゆかりの著名人のサインな

ど、各方面にご協力をいただきます。 

多くの団体や、企業さんのご協力によって、盛りだくさんの内容になっておりますので、会場となる

チェンバおおまち１階、3階ふくサポまでぜひお越しください。 
ご来場をお待ち

しています！ 

 

 

★ 活動紹介のパネル展示や報告会 

★ 高齢者問題や葬儀、ボランティアなどの相談ブース 

★ 合唱やダンス、人形劇などのステージ発表 

★ 映画上映 

★ ふくサポオープンセミナー（同会場で開催） 

「社会貢献でメシを食う」～時代の風雲児のつくり方～ 

★ かわいい小物や寄附付きのフェス飯の販売 

★ わくわく見学ツアー 

★ 『協働』をテーマとしたワールドカフェ 

実施内容 
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  第１回  ＮＰＯマネジメント講座 
9/21 「助成金申請のコツ」～リアルな助成金活用とは～ 

会場：福島市市民活動サポートセンター 会議室 

講師：山田 泰久 氏（ＮＰＯ法人ＣＡＮＰＡＮセンター代表理事） 

 助成団体を選定される側の目線で、助成金の上手な活用法と申請

のコツを学びました。「申請書の書き方が具体的でわかりやすかっ

た」「具体的であったためすぐに活用できると感じた」「具体的申

請のあり方意義等が特に参考になりました。「現在抱えている助成

金の案件に活かせると思った」など、実践に即した講座だったと参

加者は満足したようでした。 

会場：福島市市民活動サポートセンター 会議室 

講師：深澤 秀樹 (福島市市民活動サポートセンター 常勤顧問)  

 「やる気の源」は脳の仕組みにあります。その仕組みから、誰にで

も存在するやる気のツボを使った人材マネジメント活用術を学びまし

た。「やる気は脳に源があり、コントロールできるということが参考

になった」「今後の孫との関わり方のに参考になった」「これからの

人生で、主語を自分にして、色々挑戦していきたい」など、活動や職

場、家庭内で活用できる講座であったと、好評でした。 

開催 

9/24 「やる気スイッチ活用セミナー」 
 第2回  ＮＰＯマネジメント講座 

開催 

 第１回  市民活動ステップアップ講座   
8/26 「ＮＰＯ基本講座」  

8/28 
会場：福島市市民活動サポートセンター 交流広場 

講師：遠藤 喜恵 氏（ＮＰＯ法人市民後見サポートの会 理事長） 

  ：深澤 秀樹 (福島市市民活動サポートセンター 常勤顧問)  

開催 

 第２回  市民活動ステップアップ講座   

「イキイキライフセミナー」～何かを始めたい人の講座～」  
開催 

会場：福島市市民活動サポートセンター 多目的ホール 

講師：横田 雅之 氏（福島県企画調整部文化スポーツ局文化振興課 主事） 

 ＮＰＯ法人の設立や運営の基礎や、それらの不安や悩みについ

て、ＮＰＯ法人の認証事務を所管する福島県の担当者を講師の迎

え、わかり易く解説しました。「具体的な例により理解しやすかっ

た」「設立や用件、概要が捉えられた」「法人設立の注意点が良く

分かった」「設立の際の細かい注意事項を知ることが出来た」な

ど、参加者はＮＰＯの基本にについて充分学んだようでした。 

 生き生きと社会貢献活動を行っている２名の講師を迎え、やりた

いことや夢を実現するためのヒントをいただきました。「ボラン

ティアの基本、方向性（正しい）を考えることができてよかった」

「グループワークも行ったので、様々な意見が聞けて良かった」本

日の目的の１つである、活動の仲間として呼びかけできる方とつな

がったので感謝しています」など、良好な感想でした。 
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みんなで語ろう！まちづくりトークカフェ      9/10・

 福島の魅力あふれる企業を発見！という企画で、今回はヤクルト工場

におじゃましました。アンケートの結果によると、「工場内の工程を実

際にみるこたができて良かった」「衛生的な製造工程がよくわかった」

「ヤクルト菌の良さがわかった」「おみやげをいただいてうれしかっ

た」など、食と健康を楽しみながら学んだようでした。 

9/17 第2回、第3回が開催されました。      

第2回まちづくりトークカフェ 

歴史薫る温泉郷を満喫！ 

「いざ、いいざか」 
9月10日(土) 飯坂温泉街にて 

「工場っておもしろい！」

第3回まちづくりトークカフェ 

見て、聞いて、知る 食と健康 

9月17日(土) ヤクルト工場にて 

飯坂温泉街あるきガイドと飯坂の

食・歴史・温泉を巡りま

した。参加者は盛りだく

さんのツアーを満喫した

ようでした。 

見学終了後ロビーで参加者と記念
撮影！ハイ・ポーズ！ 

ナビゲーターから歴史などの説明
を受けました。 

ガイドさんの説明に熱心に耳を傾ける 芭蕉は何を思いこの地を歩い

たのでしょう？当時の様子に

思いを馳せて、パチリ！！ 

参加者 

芭蕉像前で… 

9/26 
 平成2８年度 
福島市市民活動サポートセンター登録団体連絡会 

 ９月２６日（月）福島市市民活動サポートセンターにおいて本年

度の福島市市民活動サポートセンター登録団体連絡会が行われ、多

くの利用団体のみなさんが参加されました。 

 会議では、昨年実施された内容や今年度の利用状況・内容などの

現状報告、市民協働課より「協働」についての講演、それに加え、

今年度は参加された団体の皆さんのグループワークによる意見交換

が行われました。 

 グループワークでは、「活動の現状」「サポートセンターに求め

るもの」などのテーマの他、協働につい話し会われました。 

 参加者は、現状の課題として「団体の認知度を高めたい」「イベン

ト情報の広報」などの広報に関する課題が多く、それらの課題が、ふ

くサポへの要望としてあがりました。また、協働については、勉強会

やイベントのコラボなど、参加者は協働についての意識が高く、同分

野だけでなく、異分野の団体と意見を交換するこにより、自分たちの

団体の課題や改善点などを改めて考えることができたようでした。 

 

 

【活発に意見交換をするグループワークでの参加者】 

【市民協働課からの協働についての講演の様子】 
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ふくサポ通信 

イベント情報 

  201６. 11–12月

イベント情報！ 
 11月１2月もイベントが盛りだくさん！ 

 詳細は主催者へお問い合わせください。 

毛糸で編んだ編みぐるみを使った絵本の読み聞かせ

です。絵本や作品に登場するキャラクターの編みぐ

るみで遊んだりすることもできます。 

  12/4 

日 

■会場／福島市市民活動サポートセンター 
■時間／10:00～10:45 
■料金／無料 

■主催／編んでるシアター館「童話の国」 
■問合せ／TEL 024-563-5895 (小林） 

■会場／コラッセふくしま アトリューム 

■時間／10:00～16:00   初日のみ 11:00～16:00   

■料金／無料  

■主催／アートさをり  

■問合せ／TEL 024-559-3465 (斎藤） 
 

 みんないっしょの芸術祭         

  

語り部 門間 クラさんによる信夫山民話を聞く
会の第２回を開催します。 

詳細はガイドセンターまで！ 

11/19 

土 
信夫山ざっとむかし 

■会場／信夫山ガイドセンター２F 

■時間／13:30～14:45   

■料金／無料   ■定員／20名（要予約） 

■主催／NPO法人ストリートふくしま 信夫山ガイドセンター 

■問合せ／TEL 024-572-6042 (八巻） 
 

 

伊達正宗が駒を繋ぎ作戦を練った駒繋ぎのイチョウ、

国登録有形文化財・島貫本家住宅、竜源治、青柳神社

を訪れます。 

  健康ウォーク 11/13 

日 

■集合場所／福島駅東口（古関裕而像前） 

■時間／9:30～15:30   

■参加費／1,000円（保険、見学代等）＋電車代510円 

■主催／NPO法人福島ツーリズムの会 

■問合せ／TEL 090-5593-6182 (川崎） 

さをり織りで製作した洋服から小物まで、３０００点

ほど、様々な物をご用意しています。              

櫛筬展も同時開催。 

 

ｉｎ福島            

11/24 
～11/28

風評を払拭し、福島のＥＭ栽培農産物を試食してい

ただく。また、環境浄化活動の事例発表、映画「蘇

生」の上映し、講演会もあります。 

  11/26土
11/27日 

■会場／県教育会館 
■時間／26日ー10:00～16:00 27日ー12:00～17:00 
■料金／無料 （ 映画鑑賞ー1,000円 ） 
■主催／ＮＰＯ地球環境ネットワーク  

            エコクラブだて                 

■問合せ／TEL 024-583-3263（遠藤）  

うつくしま 
ＥＭパラダイス 

島貫本家住宅と瀬上宿を訪ねよう         

11月は「伝承文化・おてだまを作って遊ぼう」小豆
の入ったおてだまを作って、ゲームをします。12月
は「浮世絵に見る江戸・明治の暮らし」衣装、祭
り、芝居などから江戸・明治の風俗を学びます。 

  11/26土
12/24土 

■会場／清水学習センター 
■時間／13:30～15:30  
■料金／無料 
■主催／福島県生涯学習インストラクター・ 
                コーディネーターの会 

■問合せ／TEL 024-557-8146（齋藤）  

11月・12月例会 

「ふくしま学遊塾」 絵本とみんなと 
編んでるシアター 
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人形劇団えりっこ（札幌市）による「ぼくはガ

リガリ」(原作・伊東 美貴)の人形劇公演。 

福島中央子ども劇場 

■会場／福島中央学習センター 他５か所 

■時間／10:30～11:30  15:30～16:30 2回、6ステージ  

■入場料／前売り1,000円 ,当日1,200円（ 3歳以下無料） 

■主催／福島中央子ども劇場 

■問合せ／TEL 024-533-7323 (小野） 

 

身近な人を自死で亡くされた方の分かち合いのつどい

です。お話の内容は守秘義務により守られます。安心

してご参加ください。 

  12/17 

土 
れんげのつどい 

■会場／福島市保健福祉センター（予定） 

■時間／14:00～16:30   

■料金／100円  

■主催／福島れんげの会 

■問合せ／TEL 024-563-7121 (渡辺） 

12/22 
～12/25 人形劇「ぼくはガリガリ」 

第29回地域公演 

「まちの駅」とは、地域住民や来訪者が求める情報を提供する機能を備え、人と人の出会いと交流

を促進する空間施設です。また、まちづくりの拠点となり、まちとまちをつなぐ役割を持つもので

す。人と人をつなぐ場であるということから、ヒューマンステーションと呼ぶことができます。 

 

まちの駅みーつけた！！  

ふくしま情報ステーション 

～Ｐａｒｔ②～ 

ふくしま情報ステーション  ＜お問合せ＞ ＴＥＬ：024-525-4020 

コラッセふくしまの1階にある「ふくしま情報ステーション」は、福

島市内の観光情報を中心にイベント情報などを発信しています。ポス

ター、チラシやパンフレットは福島市のみならず、県内の地図なども

豊富に取り揃えており、欲しい情報は大体ここで手に入ります。ま

た、福島駅西口から3分と大変便利な場所にあり、市内の皆様は勿論、

旅行者にとっても頼りになります。

さらに、親切なスタッフが常駐しており、福島名物【円盤餃子】の美

味しいお店や日帰りで入浴できる温泉なども気軽に聞けます。見どこ

ろは、旬な情報が一目でわかる季節を彩った【イベントカレンダー】

と、ステーション前通路に掲示した【市内大型地図】です。大型地図

を利用しての観光案内はわかりやすいとお客様に好評だそうです。福

島の観光スポットや、旬の地域情報が満載の「ふくしま情報ステー

ション」に、一度足を運ばれてみてはいかがでしょうか。 

ふくサポでのイベント情報  

 11/26 

土 

【人気ＴＶ番組プロデューサーによる講演会】 

「社会貢献でメシを食う」～時代の風雲児の作り方～ 

 モーニング娘などのアイドルを誕生させたＴＶ番

組「ＡＳＡＹＡＮ」のプロデュースにかかわるな

ど、時代のキーパーソンとなってきた講師が、楽し

くお話します。 

■会場／福島市市民活動サポートセンター 

■時間／13:30～15:30   

■料金／無料  

■問合せ／TEL 024-526-4533 

＊講演会は「ふくしま市民活動フェスティバル2016」と同時開催されます。 

平成28年度 オープンセミナー 

 

 

【館内に寄せられた情報の数々】 

【ももりんがお出迎えします】 

ねずみをやめたねずみのお話 

 



ふくサポ通信2016年10・11月号 vol.69 

ふくサポ通信2016年10・11 月号 vol.69 

福島市市民活動サポートセンター「ふくサポ通信」2016年10.11月号 vol.69 

発行日／2016年 10月31日  編集／認定特定非営利活動法人ふくしまNPOネットワークセンター 

発行／福島市市民活動サポートセンター 〒960-8041 福島市大町4-15 チェンバおおまち3階 

TEL 024-526-4533 FAX 024-526-4560 URL http://www.f-ssc.jp  MAIL f-ssc@bz01.plala.or.jp 

編集後記  
・ついこの間まで日陰を探して歩いていたのに、秋って短いですね！ （ふかちゃん） 

・空を見あげ、今日もやりきれなかった仕事にため息・・・秋の夕暮。（マータン） 

・芸術の秋、スポーツの秋、でも何と言っても食欲の秋！！ （みー） 

・秋風や 自転車倒して ドミノ場所（タカ） 

 特定非営利活動促進法が一部改正されます。どんな内容なのでしょうか？簡単に

ご紹介させていただきますので、参考までにご確認ください。 

 

①認証申請の添付書類の縦覧期間の短縮など 

 （施行日：平成29年4月1日を予定） 

 ・ＮＰＯ法人を設立する際、所轄庁が行う認証申請 

  の添付書類の縦覧期間が現行の2ヶ月から1ヵ月に 

  短縮されました。 

 （現行の公告に加えてインターネット           

  による公表も可能になります） 

 ・申請書類の軽微な不備の補正期間も現行の1ヵ月 

  から2週間に変更になります。 

②貸借対照表の公告及びその方法 

 ・ＮＰＯ法人の登記事項から「資産の総額」が削除 

  されます。 

 ・貸借対照表の作成後遅滞なく公告する方式となり 

  ます。 

  ～貸借対照表の公告の方法～ 

    ★官報（地方新聞）に掲載する 

    ★日刊新聞紙に掲載する 

    ★電子公告（ホームページ他、所轄庁及び内閣 

   府のポータルサイトの利用など） 

    ★公衆の見やすい場所に掲示する方法 

③認定ＮＰＯ法人等の海外送金などに関する書類の事後届け出への一本化  

 （施行日：平成29年4月1日を予定） 

 ・所轄庁への事前書類提出などを不要とし、金額にかかわらず毎事業年度1回の事後提出となります。 

 

①事業報告書等、役員報酬規程等の備置期間の延長等 

 ・下記の書類の備置期間を現行の過去3年から5年 

  に延長します。 

  ＮＰＯ法人の場合 

   事業報告書（活動計算書、貸借対照表等） 

  認定ＮＰＯ法人の場合 

   事業報告書、役員報酬規程、 

   助成金の支給を行った際の実績書類など 

②内閣府ポータルサイトにおける情報の提供の拡大 

  所轄庁及びＮＰＯ法人は、内閣府ポータルサイ 

  トにおいて、一定の情報の公表に努めるものと 

  しています。 

 

「仮認定特定非営利活動法人」を「特例認定特定非営利 

活動法人」に名称を変更となりました。 

（施行日：平成29年4月1日予定） 

 ＮＰＯ法人団体の皆さんご注意を 

 詳 細 は、内 閣 府
のホームページを
ご蘭ください。 

手続きの見直しにかかるもの 情報公開の一層の推進にかかるもの 

その他 


