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201７年 初秋号 

にゃんこ隊長が行く！ 

 

ふくしま連携復興センター 
～復興への連携を強め、支援のネットワークを広める～  

東日本大震災後、県内では「復興」を目的としたNPO法人が

相次いで設立され、その設立数は1年間で100以上にものぼり

ました。また、NPO法人以外にも、大学や企業など多様な主体が「復興」に向かって震災直後からそ

れぞれの分野で活動を行ってきました。そうした分野ごとに活動する多様な主体を連携でつなぎ、さ

らに被災地域ならびに被災者支援のネットワークを強めていくことを目的に設立されたのが、「ふく

しま連携復興センター」です。 

2011年の7月に発足した後、「福島の状況を知りたい」という声があれば、情報を共有するべく復

興状況や現場の様子を県内外・海外にまで広く伝え、また「福島の団体を支援したい」という企業が

あれば、団体と企業をつなげる調整役として活動するな

ど、復興支援を主たる事業として活動してきました。 

震災から6年が経過した現在でも、避難生活の長期化に伴

い被災者の心身の健康状態の悪化や避難場所での社会的な

孤立、避難によって生じた人材の流失や地域コミュニティ

の弱体化など、復興への課題は山積みとなっています。そ

うした長期化する被災者・被災地域の課題にも対応すべ

く、「ふくしま連携復興セ

ンター」では、①被災者支

援②地域再生③社会資源の

再構築を3本柱として復興支援に取り組んでいます。 

 事務局長を務める遠山賢一郎さんは、今後の目標として「今現在の

課題を解決するだけではなく、その先を見据えて自分達が取り組んで

きた復興のモデルを復興支援の先進者として世界へ広く発信していき

たい」と意気込みを語ります。 

住所：〒960-8062 福島県福島市清明町1-7 大河原ビル2階 

TEL：024-573-2732  FAX：024-573-2733 

≪お問い合わせ先≫  

 

【今年の5月に移転した新事務所の様子】  

【取材を受ける事務局長の遠山さん】  

 

 

【新事務所オープンセレモニー(交流会)】 
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ふくしま市民活動フェスティバル2017 

6/22 
7/27 「いきいき夜楽」  実施しました 

会場：福島市市民活動サポートセンター  

講師：清水 修二（福島大学名誉教授・ふくしまＮＰＯネットワークセンター理事） 

 毎回違うテーマについて語り合う、計10回の講座です。1回目は「ど

うなるか日本経済」、2回目は「高齢社会で安楽死を考える」をテーマ

に、日頃より感じていることや、日常かかえている問題や疑問などにつ

いて語り合いました。参加者はそれぞれのテーマに非常に関心が高く、

「このように、ざっくばらんに語り合える場所が少なかったので、皆さ

んの話がきけて参考になった」というような意見が多数あり、テーマが

変わってもリピートして参加されている方がいらっしゃいました。 

8/3 ＮＰＯ基本講座 
市民活動ステップアップ講座 

～楽しくＮＰＯを考えよう～ 実施しました 

会場：福島市市民活動サポートセンター  

講師：飯塚 啓子氏（NＰＯ法人えんじょいらいふ福祉会 理事長） 

              佐藤 耕平氏（NＰＯ法人いいざかサポーターズクラブ 理事長）他 

 ＮＰＯ法人設立のための申請の仕方や運営にあたっての基本的な注意

点などを第1部として講義形式で、第2部では、ＮＰＯを運営している皆

さんにテーマ別にトークセッションをしていただきました。参加者は

「設立方法や手順について具体的に学ぶことができた」「トークセッ

ションが面白かった」「隣の人とＮＰＯについて話すきっかけになっ

た」など、基礎的な知識の他、現場の生の声を聞くことができ、参考に

なったようでした。 

11月19日(日) 
10:00～16:00（予定） 
会場：Ａ・Ｏ・Ｚ（アオウゼ） 

 たくさんの人が住みやすく活気のある福島を目指して活動し

ています。そんな市民活動のお祭りです。 

 ガイドによる見学ツアーや体験コーナー、お悩み解決！悩み

相談コーナー、可愛い小物ショップや美味しグルメコーナーな

ど、お楽しみも盛りだくさん！！ 

2017年、1日限定『ふくしま市民活動の街』に遊びにいらして

ください。新しい発見が待っているかも…！！ 

来年3月まで開催予定 

実施内容 

★グルメ甲子園ロード 

★画家・絵本作家コーナー      

★ステージパフォーマンス 

★映画 

 ★オークション 

★ブース見学ツアー 

★美味しいもの・小物市 

参加団体募集！ 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1503040723/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2ltZzAxLmdhdGFnLm5ldC8yMDE1MDUvMjN4NWRrZS9nYXRhZy0wMDAwNTAyNS5wbmc-/RS=%5EADBSuwxuQHcCPpqT_35.UpUtmLUx8E-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUUZQSzFHcEF3Q1l2
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1503133633/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy53YW5wdWcuY29tL2lsbHVzdC9pbGx1c3Q0MjcyLnBuZw--/RS=%5EADBSeBKpYYNTxyKGu5LHbDb9yGonew-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjVDFiTUxkN1IzWGNzRnBIT1N2azdnd3Vk
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福島市市民活動サポートセンター 9月・10月・11月の市民活動講座 

 福島市市民活動サポートセンター「ふくサポ」で9月から11月に開催する講座です。普段

なかなか聞くことのできない講師の方々のお話を是非ナマで聞いてみませんか？     

あなたのこれからの市民活動にきっと役立つことでしょう。だだいま参加者を募集中です！ 

人材育成講座  
~NPOスタッフ育成や部下の指導に 

       お困りのあなたへ～ 

 
ＮＰＯマネジメント講座 

広報講座 

~ライバルに差をつける助成金申請の基本～ 

 
ＮＰＯマネジメント講座 

～チラシを作ろう！ 実践で学ぼう！～ 

 

場所は全てふくサポになります。                           

時間は個別に記載されている講座以外は、いずれも    

13:30～15:30 までになります。           

事前申込みが必要になります。お申込みは      

ふくサポへ！                          

講座内容の詳細なチラシはふくサポまで！ または、    

ＨＰでもご確認いただけます。 

【TEL】 024-526-4533 【FAX】 024-526-4560                       

【HP】http//www.f-ssc.jp  

みんな一緒に体を動かそう！ 
工場っておもしろい！！ 

~見て、聞いて、知る 食と健康～ 

福島には素晴らしい企業がたくさんあります。福島

の魅力発見！内池醸造(株)を見学しながら、楽し

く食と健康を学びましょう！ 

 

ふくサポ自主講座 まちづくりトークカフェ 

★ 集合／解散  内池醸造(株)  

★ 時間／10:00～11:00   

★ 参加費／500円（資料代含む） 

      

9/30
土 

11/29
水 

人が成長するためには、様々な場面で手助けが必要

です。「なぜ、人は育つのか？」プロが目からうろ

このコツを教えます。人を育てることにお悩みの皆

様を支援する講座です。 

 9/９
土 

ＮＰＯマネジメント講座 

一言で味方を増やす 

「活動をうまく伝えたいのに、自分の想いを伝えき

れなかった」そんな経験はありませんか？端的に興

味を引くことはちょっとしたことコツでできてしま

います。講師がそのコツを解き明かします。 

奇跡の話術セミナー 

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） 講師／小野原 雅夫氏  （福島大学人間発達文化学類教授） 

税務や会計に苦手意識を持つ方、初めて会計業務を

行う方に向けた講座です。基礎知識や実践に必要な

ポイントを絞って、講義形式で学びます。ＮＰＯ税

務・会計に関する最新事情も紹介します。 

 
ＮＰＯマネジメント講座 

 税務・会計講座 10/13
金 

~基本から始めよう～ 

講師／成田 守氏  （有限会社 コスモ会計 税理士） 

  
市民活動ステップアップ講座 

助成金活用講座 

  

10/4
水 

震災から6年以上が経過し、復興のための助成金プ

ログラムが減っている今、基盤がしっかりした申請

の力をつけることが選定されるコツです。今だか

ら、しっかり助成金について学んでみませんか？ 

講師／荻上 健太郎氏 （日本財団 経営企画部長） 
時間／18:00 ~ 20:00 

パソコンを使用しながら、実践的にチラシのつくり

方を学ぶ講座です。また、「広報はどのようにした

らよいか」「どうしたら広報の協力をいただける

か」など、講義とワークショップで学びます。 

講師／福島市市民活動サポートセンタースタッフ 

時間／13:30 ~ 16:30 

10/21
土 

 

★ 集合／解散  四季の里（予定）   

★ 時間／10:30～11:30 （予定）   

★ 参加費／500円（資料代、お茶代等含む） 

      

10/15
日 

福島市の豊かな自然の中で、子どもからお年寄りま

で、世代を超えて、昔懐かしい遊びを使って体を動

かします。 



ふくサポ通信2017年初秋号 vol.74 

ふくサポ通信2017年初秋号 vol.74 

福島市市民活動サポートセンター「ふくサポ通信」2017年初秋号 vol.74 

発行日／2017年 8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 
・ 今年の秋も短いのかな～。でも、山のてっぺんで高い空をみるぞー！！（ふかちゃん）  

・ 蝉の鳴き声に感じる季節、どんより雲にため息をつく。Ｃｏｍｅ ｂａｃｋ 夏よ！！（マータン）  

・ これから秋の味覚が続々と出てきますね～！喜びから後悔へとならないよう、腹八分目で…  (みー)  

・ 秋の頃 季節ズレ込み 蝉もなく （タカ）  

うつわの駅 おかざき 

まちの駅みーつけた！！  ～Ｐａｒｔ⑦～ 

 「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。  

【料理が引き立つ和食器の数々】

住所：福島市置賜町8-1  TEL：024-522-0463 

定休日：月曜日   

営業時間：9：30～19：30               

≪お問い合わせ先≫ ～(有) 岡崎陶器～ 

 パセオ通り中央に位置する「うつわの駅 おかざき」は、陶器・硝

子器・漆器等を扱う専門店です。店頭で可愛らしい衣装を着たワン

ちゃんが皆さんをお出迎えしてくれます。店内には日常使いできる物

からご贈答用まで色とりどりの器が陳列してあります。季節がら今は

ガラスの器が目を引きますが、清涼感漂う器の数々は、見ているだけ

で夏の暑さをクールダウンしてくれます。 

 店内奥へ進んで行くとミニギャ

ラリーが設けてあり、2週間ごとに一般市民の方の作品を展示していま

す。このギャラリーは市民ギャラリーの先駆け的な存在で、開始から既

に16年、まちの賑わいを取り戻すために貢献してきました。取材当日は

「国替え藩主の妻の旅日記」が展示されていましたが、今後も楽しい企

画が目白押しとのことですので、ご期待ください。 

 「うつわの駅 おかざき」では、 5月から10月の毎週火曜日に抹茶と

和菓子の無料サービスがあります。加えて着物で来店した方は商品が

10％offになり、着物姿を撮影した写真を無料でプレゼントするなど、専

門店特有の敷居が高い印象を無くし、お客様が来店しやすいよう様々な

サービスを実施しています。もちろんギャラリーもその一つです。 

 100円ショップも良いでしょうが、美濃・有田に代表される陶器や会

津・輪島に代表される漆器は、手間ヒマかけて作られた存在感があり、

料理や飲み物、花をより一層引き立ててくれる「本物の良さ」がありま

す。一度使うとその良さが実感できるはずです。 

 素敵な器を求めるも良し、また、ふらっとギャラ

リーを眺めるも良し、「うつわの駅 おかざき」まで

足を運んでみてはいかがでしょうか？ 

 

 

【店内のギャラリーの様子】

 お待ちしてます       ワン！ 

 

【楽しい怪獣の置物】 

【涼しげな 

 ガラスのお猪口】 


