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にゃんこ隊長が行く！ ふくしま思春期サポーターの会 
～思春期の悩みを相談できる仲間(ピア)と出逢える～ 

【学生主導による思春期ピア・カウンセラー 

           養成講座の様子】 

  「ふくしま思春期サポーターの会」は、思春期の若者が抱える性の

悩みを、同世代の仲間（＝ピア・peer）が相談役となり、若者自身で

解決できるよう支援する取り組みを行っている団体です。団体設立の

きっかけは、県北保健所が行っていた「思春期保健事業」が終了と

なったことでした。「事業は終了となるが、思春期の性に関する悩み

や課題は解決していない」「若者が活躍できる場を確保したい」とい

う二つの想いから、市民ボランティア団体として2005年3月から活動

を始めました。 

 主な活動として、「思春期

ピ ア・カ ウ ン セ リ ン グ の 普

及」と「思春期ピア・カウンセラーの養成・支援」を行っています。

「思春期ピア・カウンセリング」とは、仲間（＝ピア)の意識を持ち

ながら、悩みを持つ中高生が自分の力で問題を解決できるように、個

人又はグループを通してサポートしていくことを目的とした相談活動

（カウンセリング）のことです。そうした相談活動を行うことができ

る若い人材（＝思春期ピア・カウンセラー）を養成するため、団体で

は設立当初から毎年前期30時間・後期15時間のプログラムを開催し

ています。受講の条件として、性について同じ目線と感覚で語り合い、中高生に「仲間」として認識してもら

うために、18～24歳未満までの年齢制限を設けています。これまで延べ200名にものぼる若者たちが思春期

ピア・カウンセラーとして活動してきました。また子ども達だけではなく、思春期の子どもをもつ親を支援す

るため、親と同世代の「思春期サポーター」を養成するなど、親子に渡っての支援活動も行っています。 

今後の活動の目標として、会長を務める白鳥クニ子さんは「もっと活動の地域を広げていきたい。県内全域

に相談窓口を設置するなど、思春期の性に関する悩みに対して支援する活動

を行っていきたい」と決意を語ってくれました。 

 「性」はその人の生き方と結びつく問題なので若い世代だけではなく、大

人も真剣に「性」について向き合っていくことが大事です。今後それが社会

全体の課題として取り組まれることを願います。 

 

≪お問い合わせ先≫ 

住所：〒960-8157 福島市蓬莱町7-3-23 

TEL・FAX：024-549-6835 

 

 

【会長の白鳥クニ子さん】 

【ピア・カウンセラー養成講座での 

       ワークショップの様子】 
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市民活動ステップアップ講座 

講座名 日程 場所 講師 内容 

ＮＰＯ基本 

講座 

8月３日（木） 

18:00～ 20:00 

   

福島市市民活動

サ ポ ー ト セ ン

ター 

●佐藤 耕平氏   

いざかサポーター

ズクラブ理事長 

●飯塚 啓子氏  

えんじょいらいふ

福祉会理事長 

●福島市市民協働

課、他 

 １部は運営の基本をテーマに講義形

式で、２部は実際に、運営を行ってい

るNPO団体の代表が本音でトークセッ

ションを行い、参加者を交えた話し合

いから運営の事例を学びます。 

コミュニケー

ション力アッ

プセミナー 

8月26日（土）  

13:30～ 15:30                      

福島市市民活動

サ ポ ー ト セ ン

ター 

小野原 雅夫氏 

福島大学人間発

達文化学類教授 

 多様性を認め、他者との共存を図る

ことで良好な人間関係を築くためのス

キルを講座とワークショップによって

身につけます。  

助成金申請の

コツを学ぶ 

10月 4日（木） 

18:00～20:00 

福島市市民活動

サ ポ ー ト セ ン

ター 

荻上 健太郎氏 

日本財団  

 

 震災から時間が経ち、復興に焦点を

あてた助成金が少なくなってきている

今、基盤の強い組織運営のために、申

請方法を講義とワークで基礎からしっ

かり学びます。 

 平成２９年度 ふくサポ講座情報紹介 

ＮＰＯマネジメント講座 

一言で味方を

増やす奇跡の

話術セミナー 

9月 9日（土） 

13:30～15:30 

福島市市民活動

サ ポ ー ト セ ン

ター 

深澤 秀樹 

福島市市民活動   

サポートセン

ター常勤顧問 

 伝えたいことを短時間に伝えるため

には、キーとなるポイントをしっかり

知っておく必要があります。このポイ

ントの考え方と伝え方、興味の持たせ

方を講義とワークで学びます。 

人材育成講座 ９月30日(土) 

13:30～15:30 

福島市市民活動

サ ポ ー ト セ ン

ター 

小野原 雅夫氏 

福島大学人間発

達文化学類教授  

 

 人を育てることにお悩みの皆様を支援

する講座です。様々な場面で人が成長

するための手助けは必要です。「なぜ

人は育つのか？」プロがお教えしま

す。 

税務・会計 

初級講座 

10月13日 (金） 

13:30～16:30 

福島市市民活動

サ ポ ー ト セ ン

ター 

成田 守氏 

（税理士） 

(有)コスモ会計 

 活動をする上で悩みの１つとなるこ

とが多い税務・会計の処理を実践者向

けにサポートします。日頃行う会計の

重要性を改めて見直す基本講座です。 

広報講座 11月29日  (水) 

 

13:30～15:30 

福島市市民活動

サ ポ ー ト セ ン

ター 

福島市市民活動 

サポートセン

ター スタッフ 

(予定) 

  パソコンを使用して、実践的なチラ

シの作り方を学びます。また、どこに

チラシを設置し、どこに広報の協力を

依頼するかなど、広報について講義・

実践形式で学びます。 

オープンセミナー（講演会） 

映画でまちづ

くり 

12月2日（土） 

13:30～15:30 

（未定） 五井渕 利明氏 

ものがたり法人   

Fireworks地域

プロデューサー 

 映画で地域づくりを行っている事例

は全国にも少なくありません。全国各

地で地域のための映画づくりを行った

講師が、経験した視点からまちづくり

や地域のコミュニティーについて講演

し、その製作映画を鑑賞します。 

定員 各３０名程度 

定員 ５０名程度 

定員 各３０名程度 
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※詳細については、今後、個別チラシでご案内いたします。 

 その他の企画も検討中です。 

定員 各20名程度、参加費500円 

講座名 日程 場所 協力団体 内容 

子どもから高

齢 者 ま で、三

世 代、四 世 代

一緒に体を動

かそう！ 

10月下旬開催 

予定 

   

（未定） 

決定次第お知ら

せします。 

ＮＰＯ法人   

エフ・スポーツ

（予定） 

 高齢者が先生になり、子どもから高

齢者までの幅広い世代が昔懐かしい遊

びで体を動かします。また、福島市の

自然を堪能します。 

見て、聞いて

知る食と健

康！工場って

おもしろい！ 

11月上旬開催 

予定  

 

福島市市民活動

サポートセン

ター 

福島市内の企業 

決定次第お知ら

せします。 

 工場を見学し、説明を受ける工程の

中で、食と健康を学び、福島市の企業

を知る。企業を知ることで、福島市の

魅力の再発見に繋がります。 

まちづくりトークカフェ 

親子で楽しく

学 ぼ う！お 金

の仕組み 

８月予定 

 

福島市市民活動

サ ポ ー ト セ ン

ター 

福島市内の銀行  

（予定） 

 小学4年生から6年生を対象に、お金

がどのように生まれ、流通しているか

などのお金の仕組を講義し、有効的な

使い方を、オリジナルの紙幣を使って

実践形式で学びます。また、寄付の仕

組みについても学びます。 

助成金担当者

のための実践 

セミナー 

９月上旬予定 

13:30～15:30 

福島市市民活動

サ ポ ー ト セ ン

ター 

助 成 財 団 セ ン

ター（予定）  

 

  助成担当者が抱える課題の解決や助

成金情報の収集をふくサポスタッフが

行います。助成する側が重要視するポ

イ ン ト を、講 義 の 中 で 申 請 者 側 へ

フィードバックします。 

実践講座 定員 各30名程度 

講座名 日程 場所 講師 内容 

■高齢社会を  

考える 

■郊外団地は

この先どうな

る 

■考えてみよ

う町内会とＰ

ＴＡ 

■過疎農村は

消滅するしか

ないか 

■イマドキの

大学と大学生 

7月27日 （木） 

 

8月31日 （木） 

 
 

9月28日 （木） 

 
 
10月26日（木） 
 

 

11月30日（木） 

福島市市民活動

サ ポ ー ト セ ン

ター  

清水 修二氏 

福島大学名誉教

授 

   毎月違った様々なテーマで講師が話

題を提供し、講義後、講師と共に参加

者が語り合います。夜に開催すること

で、当センターの講座やイベントにな

かなか参加できなかった方もこれを機

会に、当センターに足を運んでいただ

けるような講座です。 

開催時間は18:30～20:30です。 

定員 各15名程度、参加費各回500円 いきいき夜楽 

パソコン初級

講座：パワー

ポイント編  

10月予定 

 

福島市市民活動

サ ポ ー ト セ ン

ター  

石井貴幸     

（スタッフ） 

 基本的なパワーポイントの使い方や

資料の作成の仕方を学びます。 

スキルアップ講座 

 11月以降3回開催予定です！ 
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編集後記 
・ 夏の大三角を仰ぎみながら、テントも張らずに寝た青春のひと時を思い出します。（ふかちゃん）  

・ 今年の七夕は天の川が見れますように！ロマンですね～。（マータン）  

・ うっとうしいこの季節ですが、カラフルな紫陽花に癒され、梅雨明けを待ちわびています。 (みー)  

・ ゲリラ雨 準備不足が 身に染みる（タカ）  

福島ふるフルステーション 

まちの駅みーつけた！！  ～Ｐａｒｔ⑥～ 

 「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。  

【フルーツ盛りだくさんのアイスのショーケース】

「おいしい物を味わいたい」というグルメな方に是非おすすめの

「まちの駅」です。「福島ふるフルステーション」は、新鮮で旬な

フルーツを販売している「くだもの畑」と、素材にこだわったジェ

ラー トを日替 わりで16種類 販売して いる「honeybee(ハニ ー

ビー)」がある、食を通じて季節を堪能できる「まちの駅」となって

います。 

「くだもの畑」は、さくらんぼ、桃、梨、ぶどう、りんご、ラ・

フランス、あんぽ柿など豊富な種類の果物を取り揃えており、地元を中心

とした生産農家の方の愛情がたっぷり込められて実った旬の果物はまさに

絶品です。また、全国発送も行っており、スタッフが厳選した新鮮な果物

を最短で翌日には美味しく召し上がることも出来ます。 

 「honeybee(ハニービー)」は、素材にとことんこだわったジェラート

ショップで、メニューは全部で100種類以上あります。一番人気は、店名

にもなっている濃厚なミルクと甘さ控えめでコクのある蜂蜜がかかった

「honeybee(ハニービー)」で、手作りのワッフルコーンとの相性は抜

群！地元の方だけではなく、県外からも多くの方が来店し、忙しい日は一日で1000人以上もの来客がある

そうです。また、女性だけでなく男性、特に年配の方の来店も増加しており、ティラミスとブラックココア

のジェラートが人気のようです。 

さらに、直売所ならでの美味しい物を提供したいという思いから、ピザ

の新店舗も秋からオープンする予定です。福島の「食」を楽しみたい方は

是非「福島ふるフルステーション」へ！ 

【地元の農作物を使った品々】

≪お問い合わせ先≫ ～福島ふるフルステーション～ 

住所：福島市荒井字山神下17-9 

TEL：くだもの畑／024-593-4564  honeybee／024-593-0666 

営業時間：8：30～17：00(4月上旬から12/31まで無休、1月～3月土日祝日のみ営業) 
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イベント情報！ 

ふくサポ通信 
イベント情報 

  2017. ７–８月分 

 ７月８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。 

■会 場／福島テルサFTホール 

■時 間／13:30～16:00   

■入場料／無料 
■主 催／福島緩和ケアネット 

■問合せ／TEL 024-558-6980（海野） 

 

 

  
福島県緩和ケア支援ネットワーク 

７/９ 

日 

緩和ケアの大切な役割である「看取り」に関するシ

ンポジウムです。実際に取組んでいる専門職が看取

りのあり方を語り合います。 

設立10周年記念シンポジウム 

「在宅緩和ケアの勧め 
 ～終の棲家での看取り」 

■会 場／飯坂温泉 吉川屋（屋内プール） 
■時 間／10:00～12:00   

■参加料／4,000円 

■主 催／NPO法人いいざかサポーターズクラブ 

■問合せ／TEL 024-529-6125（金澤） 
 

 ＳＵＰ(サップ)ヨガ体操  

大きめのサーフボードを水上に浮かべ、その上でヨ
ガを行う話題のフィットネスです。体験会では、日
本サップヨガ協会から講師を招き、初心者でも安心
してご参加いただけます。 

in 飯坂温泉 
7/22 

土 

～当事者の声を聴く～」 
 

■会 場／コラッセふくしま 3階企画展示室 

■時 間／13:30～16:30   

■入場料／無料（事前申し込みが必要です） 

■主 催／パネルの会 

■問合せ／TEL 090-7322-8013（大沼） 

  8/20 

日 

第18回パネルの会 

「みんなで理解しよう 
こころの病を！ 

誰にでも起こるこころの病。優しい言葉や心遣いに癒され

るときもあれば、医療に頼るべき時もあります。この会

で、当事者の率直な思いを聞いてみませんか？ 

■会 場／福島市北信学習センター ２階 
■時 間／13:30～15:30   

■参加料／500円（資料代として） 
■主 催／ＮＰＯ法人市民後見サポートの会 

■問合せ／TEL 024-522-1426  

 

 

 

  成年後見制度 
移動講座 

成年後見制度とは判断能力が不十分な方々の保護と

支援をする制度です。いざという時のために備え、 

学んでみてはいかがでしょうか。 

7/22 

土 

■会 場／コラッセふくしま 3階企画展示室  

■時 間／13:00～15:30   
■参加料／無料 

■主 催／(公社)日本リウマチ友の会福島支部 

■問合せ／TEL 0242-73-3521（小林） 

 

 

 

 

  

 
８/27 

日 

  療養講演会 
「関節リウマチの薬物療法」 

・医療相談会 

 

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。 

  れんげのつどい 

■会場／福島市保健福祉センター 第一保健指導室 

■時間／14:00～16:00   

■料金／100円  

■主催／福島れんげの会 

■問合せ／TEL 024-563-7121 （鈴木） 

8/19 

土 

グリーフケア＆ピアサポート 

自死遺族のわかちあいの会 

県立医大の右田教授をむかえ、講演会を行います。
後半は相談会を開催しますので、リウマチでお悩み
の方や関心のある方はお誘い合わせのうえご参加く
ださい。 
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助成金・活動支援情報 

◎   福島銀行 ふるさと自然環境基金  

福島県における自然環境の保全を図り、自然との調和のとれた社会づくりに資することを目的とします。 

 

■ 対象活動／①自然環境の保全及び活用に関する実践活動 

       ②自然環境の保全及び活用に関する普及啓発 

       ③自然環境の保全及び活用を促進するために必要な調査研究 

■ 助成金額／１件の上限を30万円とします。       

■ 応募締切／2017年 9月15日（金）当日消印有効 

■ 問 合 せ／(株)福島銀行  経営企画課 

      〒960-8625 福島市万世町2-5  

                  TEL：0120-40-2940   URL：http://www.fukushimabank.co.jp/          

◎   第１回日本女性学習財団 未来大賞レポート募集   

テーマは「出発・再出発」。男女共同参画社会、多様な人々が生きやすい社会の実現に向けて、次への一

歩を踏みだしたい／踏みだした人（踏みだす人を支援する人・グループも可）の思いやその過程などをま

とめたレポートを募集します。 

 

■ 対象となる団体／趣旨に関心をお持ちの個人およびグループ。性別・国籍を問いません。 

          未発表のものに限ります。 

■ 助成金額／大賞 一篇 （奨励金１０万円）       

■ 応募期間／2017年8月31日 （当日消印有効） 

■ 問   合  せ ／公益財団法人日本女性学習財団第1回未来大賞係 

      〒105-0011 東京都港区芝公園2-6-8日本女子会館5階 

       TEL：03-3434-7575    E-mail：jawe@nifty.com 

ふくサポでは、iイベント
情報も助成金情報も自由に
閲覧できます。 

情報が欲しい方はふくサポ
まで！！ 

 

助成財団シンポジウム ｉｎ 宮城 

地域の活動団体や支援組織が、助成金の活用方法について事例を交えて学び合うとともに、全国的な

助成財団と地域の活動団体や支援組織とのつながりをつくるためのシンポジウムを開催します。 

■ 対 象／地域づくり団体・ＮＰＯ等、支援組織、助成団体、企業、自治体等 

■ 日 時／2017年 9月 2日（土）午後 

■ 会 場／㈱河北新報社本社（予定） 

■ 主 催／認定特定非営利活動法人 杜の伝言板ゆるる 

                ＮＰＯ支援財団研究会（事務局：助成財団センター） 

 

 基調講演や事例報告、参加者による意

見交換会など、盛りだくさんです。 

活動資金獲得へおおきな一歩を踏み出

しましょう！ 

全国のたくさんの助成団体

の皆さんと直接お会いでき

る貴重な機会です 

 


