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 夏から秋にかけては助成金ラッシュの季節！！この季節を

うまく使い、これからの活動に役立てましょう。 

★助成金の長所と短所を知ろう。 

  長所→またまった金額が調達でき、助成元から資金以 

      外の資源も得られる。団体の信用も増す。 

  短所→用途が限られ、単年度・単発が多く事業継続が困 

     難。自己負担額を求められる場合がある。など。 

★事務局内での検討と合意形成。 

 ①どうしてこの助成金が必要？ 

  ②この助成金で何をするのか？ 

 ③団体の発展にどう結び付くのか？ 

 ④助成金終了後はどうするのか？ 

 ⑤事業計画・予算計画との整合性は？ 

★助成金情報をこまめにチェックする。 

 ふくサポホームページやふくサポ館内掲示でもチェック 

 できます 

★審査員を納得させる申請書 

 ①団体のミッションと申請事業の整合性 

 ②申請事業と助成プログラムとの整合性 

 ③専門用語は最小限にし、審査員にわかりやすい簡潔な 

  文章に。 

 ④空欄はダメ。ない場合は「なし」と入れましょう 

 ⑤書式、添付書類、提出期限などを厳守する 

 ⑥きちんと連絡がつく連絡先を記入することが大事 

 ⑦事業名は事業内容が一目瞭然であるようにしましょう 

   

  

今号のおすすめ 

ふくサポでは、本の貸出も行っております。

閲覧もできます。ぜひご利用ください。 

■開館時間 

午前１０時～午後９時３０分 
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○特集「ＮＰＯ法改正の虎の巻」 

○イベント現場からレポート 

        ／藤沢周平の作品を楽しむ会 他 

○助成金・イベント情報 

○ふくサポスタッフ紹介 

○今月の図書情報 

○ふくサポ探検隊 

    ～にゃんこ隊長、助成金を学ぶ～ 

   ★助成金申請のコツ 
 

昨年、１３年ぶりに改正された特定非営利活動促進法が今年、４月

１日から施行されました。この法改正で何がかわるのでしょうか？ 

それぞれの法人が登記や定款を変更しなければならない事項が

発生しています。怠ると過料に処せられることもあるので要注意！し

かし、説明書をじっくり読もうとすると、内容盛りだくさんで目を通すだ

けでも一苦労。そこで、今回はＮＰＯ法の改正の内容を簡単にご紹

介します。 
 

★制度の使いやすさと信頼向上 

１、所轄庁の変更 

２、活動分野の追加（１７分野から２０分野へ） 

  ・観光の振興を図る活動 

  ・農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 

  ・前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県 

   または指定都市の条例で定める活動 

３、認証手続きの簡素化・柔軟化 

   社員総会のみなし決議導入、縦覧中の軽微な補正 

４、未登記法人の認証取り消し 

５、会計の明確化   収支計算書から活動計算書へ 

★財政基盤の強化を支援 

１、新たな認定制度の創設（所轄庁が国税庁から福島県へ） 

２、認定基準の緩和 

  パブリックサポートテストに、絶対値基準及び条例個別指定の 

  要件が追加 

３、仮認定制度の導入 

★定款の変更 

１、「軽微な事項」という文言がなくなったため、「軽微な事項」という 

 言葉をつかっている場合変更が必要になります。 

２、活動分野が追加されたことにより変更が必要になる場合もあり 

 ます。 

ふくサポ探検隊～にゃんこ隊長、助成金を学ぶ～ 

    ＮＰＯ法人必読！ 

     「ＮＰＯ法改正の虎の巻」 

編集後記 
  

 梅雨シーズンの６月。快晴の青空を願い、

てるてる坊主をつるす習慣はどこのご家庭で

もおなじみ。この習慣、中国から平安時代に

伝わったそうです。今は中国では行なわれて

いないのですから不思議。昔、中国では、雨

が降り続くと、白い紙で顔を作り、赤や緑の紙

の着物を着せ、稲の穂で作ったホウキを持た

せ、軒下に吊るして晴天になるように祈った

とか。このホウキで雨雲を払ってしまうという

もの。人形は、照(てる)法師、掃晴娘（さおち

んにゃん）と呼ばれていた。と、言うことは、て

るてる坊主は意外にも女の子？日本では、

僧侶などが日乞いをしていたため、男性に姿

が変化したそうです。男の子としててるてる坊

主が日本で飾られたのは、 江戸中期。晴天

になった後は、瞳を書き入れて神酒を供え、

川に流す風習もあるとのこと。 

間もなく日差しの強い夏がやって

きます。てるてる坊主には少しお

休みをあげられそうですね。  

       内山、桜井、吾妻 

にゃんこ隊長 
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★予算計画 

 ①助成元のルールに合わせて 

  それぞれの積算根拠をでき 

  るだけ詳細に記入 

 ②計上可能なら「雑費」や 

  「一般管理費」も計上。 

 ③細かい出費を計上し忘れな 

  い 

 ④無理のない予算立てをする 

助成金もうまく付き
合えば次へのステッ
プになりますね。 

ス タ ッフ 紹介 
ふくサポ！ 

内山愛美 

桜井千鶴子 

ふくサポのチーフ。スタッフにな

り、間もなく３年。いつの間にや

ら気づけば大きい顔をして居座っ

ている。取材に、会議に、研修

に・・・あっちへ、こっちへ走り

まわっておりますが、なぜか痩せ

ないのは「不・思・議」！ 

ふくサポの癒し系の彼女の名前は

最近ニュースをにぎわせました

が、本人は「関係ない」と、どこ

ふく風。ふくサポ通信の助成金情

報・イベント情報を担当し、今年

度からは市民活動ステップアップ

講座も担当します。 

オススメ本① 

脇坂 誠也 著 

  「とるぞ！！認定ＮＰＯ法人」 

図 書 案 内 

昨年度のＮＰＯ法の改正で注目された

認定ＮＰＯ。認定ＮＰＯ法人制度の概

要から申請書の書き方までをわかりや

すく紹介。 

オススメ本② 

 日本ＮＰＯセンター編集・発行 

「知っておきたいＮＰＯのこと２ 資金編」 

ファンドレイジング（資金調達）が注

目される今日。ＮＰＯの資金の基本を

ギュッと濃縮させた、この1冊。短時間

で資金基盤が頭に入るから不思議で

す。 

助成金申請の 
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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。 
 

２０１２年 ６・７ 月号 

◇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。 

ふくサポの 

連絡先は 

こちらから 

も くじ 

コツ 



ＮＰＯ法人生きる 

春のバザー開催           

Vol.４３ ふくサポ通信 ‐３‐ ‐２‐ Vol.４３ ふくサポ通信  

 5月13日(日)、まちなか夢工房にて「今、シ

ニアライフを考える、私のこれから」と題し

た講座（ＮＰＯ法人シャローム主催）が開催

された。講師にＮＰＯ法人市民後見サポート

の会理事長遠藤喜恵氏をまねいたこの講座は

実例を使い映像でわかりやすくまとめた「何

故成年後見制度が必要か」から始まり、制度

の仕組みなどを詳しく

講義した。参加者に

とって成年後見制度を

身近に考える機会と

なった。   

桜井スタッフ 

 5月12日(土)、福島市市民活動サポートセンターにおいて「ふくしま復興塾ｖｅｒ７」（ＮＰＯ法

人市民公益活動パートナーズ主催）が開催された。パネリストに仮設住宅

や借り上げ住宅、県外への避難者、それぞれの自治会の代表者をまねいた

この講座は、支援する側と支援される側との考えの違いや、ニーズの変化

を浮き彫りにし、未来への希望や現状などを語った。講座の中で借り上げ

住宅自治会の代表者より、自治会メンバーの住んでいる場所の範囲が広

く、なかなか集まる所に苦労する話があった際、参加者から提供できる集

会所の提案があるなど、ディスカッションは多くの意見で盛り上がりをみ

せた。 

 5月19日(土)、20日(日)の2

日間福島市市民活動サポート

センター、ウィズ・もとまち、パセナカMisseの3

会場を使って、アースディ福島（ＮＰＯ法人元気

になろう福島他複数団体協働のアースディ福島実

行委員会主催）が開催された。イベントでは日

頃、外でのびのび遊ぶことができない子どもたち

を楽しませる趣向も企画され、移動映画館や体

操、似顔絵コーナー、手作

りクッキーの販売など、楽

しい催しものが盛りだくさ

んで、子どもたち

は元気な笑顔をみ

せていた。 

ボランティアに参加する

方、講演会でいろいろな学

習をする方、みなさん元気

いっぱいに活動中です！！ 

 5月10日(木)、福島市市民会館において

「人としての権利をどう護るか」と題し

た、福島大学教授 新村繁文氏を講師むか

えた講演会（ＮＰＯ法人ふくしま成年後見

センター主催）が行われた。この講演会は

高齢者や障がい者を取り巻く環境に理解を

深め、年々増加傾向にある孤独死や虐待防

止に役立てるために開催。講演会で新村氏

は実例をあげながら、社会福祉の構造改革

について講義し、参

加者は、高齢者や障

がい者の人権擁護に

ついて改めて、じっ

くり考える時間を

もった。                             

（上写真） 

     講師 新村繁文氏 

３、理事の代表権の制限 

   これまで多くのＮＰＯ法人は定款に「理事長はこの法人を代表し、その業務を総理する」と定め 

  てあり、今回の法改正で「代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め」が登記 

  事項とされました。そのため、代表権を持たない理事の代表権喪失届を出して理事長だけの登 

  記に変えるか、理事全員を「代表権を有する者」として定款に定めるかにしなければなりません。 

  また、副理事長や副代表、専務理事など理事の一部に代表権を持たせることも可能です。 

  ※これらの変更は１０月１日までにしなければなりません。 

４、「社員総会の※みなし決議」の導入 

   ＮＰＯ法人は、年１回の総会を開催しなければなりません。しかし、それ以外でも、総会での議 

  決事項にあたる事案の議決が必要となったときは社員（正会員）が一堂に会して総会を持つ必 

  要がありました。それが、法改正により、社員全員が書面やメールなどでの同意の意思表示をし 

  た時には、この提案を可決する社員総会が開催されたとみなすみなし総会決議ができるように 

  なりました。みなし総会決議を行うにあたっては、議決や議事録に関する定款の変更が必要で 

  す。 

５、字句の修正 

  ・収益→利益           ・収支予算→活動予算 

  ・収入支出→収益費用     ・収支計算書→活動計算書 

★収支計算書から活動計算書へ 

  ＮＰＯ法人の会計書類のうち、「収支計算書」が「活動計算書」になりました。「収支計算書」では 

 現預金の収支を記載していたのに対し、「活動計算書」では各事業にどれだけコストがかかったか 

 を記載するようになります。 

★提出書類の追加、変更 

１、新たに「最新の役員名簿」の提出が必要です。（２０１２年４月１日以降提出する最初の事業報告 

 書など）ただし、平成２３年３月３１日までに役員変更を行った場合は提出の必要はありません。 

 提出しなかった場合は過料の対象となりますので要注意。 

２、２０１２年度４月１日以降提出する各種変更届書類には次のものがあります。 

 ①役員変更時の提出書類→変更後の役員名簿 

 ②定款の変更届 

３、全ての法人事務所への備置き・閲覧書類 

  ・最新の役員名簿が追加されます。 

  ・前年度の役員名簿の名称が「年間役員名簿」に変更されます。 

  ・従たる事務所での備置きが必要になります。 

 

 

 
   

 

今年4月、避難者支援を積                               

極的に行ってきたＮＰＯ花見            

山を守る会が避難者支援に              

加えて花見山周辺の山々の案内活動を行った。 

これは今年、花見山の立ち入りを一時お休みする 

との発表を残念に思った同会が、「せっかくきれ 

いに桜が咲くのだから楽しんでもらいたい。」と 

これまで、案内に使われていなかった山々を整備 

し、花案内人と連携を結び、周辺の山々を案内 

した。県外から避難者支援活動に来たボ 

ランティア達や避難者、観光客達はぞん 

ぶんに花々の彩りを楽しんだ。 

イベント現場からレポートイベント現場からレポート  

体験取材 「復興塾を受講して！」 

講演会「高齢者・障がい者の安心を支える」 

地域学を考える 

「今、シニアライフを考える。私のこれから」 

アースデイ福島 

（上写真）スタッフの方との会話を

楽しみながら品物を選ぶ人々 

（左写真） 

講師 遠藤喜恵氏 

花見山からボランティア 

の現状レポート 

藤沢周平の作品を楽しむ講座 

（左写真）講座の様子 

（上写真）案内の様子 

 

 

6月2日(土)、10（日)、16(土)、の3日間、   

西澤書店大町店、福島市市民活動サポートセ

ンターの2会場を使って藤沢周平講座「藤沢周

平の作品を楽しむ」3回にわたる連続講座が開

催された。16日(土)の第3回目の講座では「与

えられた命を愛おしむ」をテーマに家が没落

した幼少期のことや中学時代の出来事、肺を

患ったこと、妻との別れや死産した長男のこ

となどを背景に命を愛おし

む精神をやしなっていった

周平の半生が語られた。 

 

 

           5月3日、4日の2日間にわ    

                    たり、新浜公園において、     

                    ＮＰＯ法人生きる主催の春

のバザーが開催された。昨年は、放射能問題で春

は中止となり、秋は室内での開催となった。毎年

春と秋に行い、今回で54回目となる歴史ある活動

だ。バザーでは、衣料品や日用雑貨、オリジナル

の手工芸品、本などが販売され、訪れた人々は、

スタッフの方との会話を楽しみながら掘り出し品

を探していた。ながく続いている活動のため、ボ

ランティアの方は、親子２代で参加しているとい

う方もいらっしゃった。理事長の佐藤さんは「バ

ザーは、団体の活動資金を得るという目的もある

が、何より社会参加とス 

タッフ・ボランティアの 

親睦をはかるということ 

の方が大切なんです。」 

と話された。お昼には、 

芋煮の鍋をみんなで囲ん 

だり、とても和やか 

な様子だった。 
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赤い羽根「災害ボランティア・ＮＰＯ活動 

       サポート募金 住民支え合い活動助成」 
 

〈対象〉福島県において、住民助け合い活動を行う福島

県在住者５名以上で構成されているグループ。 

平成２４年度に被災者に対し実施する助け合い活動（見

守り・訪問活動、家事援助、サロン活動、季節の行事、

昔の遊び伝承、子どもの学習支援、 マッサージ等）  

〈助成金額〉１回あたり上限１０万円 

        同じグループから年２回までの応募可能 

〈応募受付〉随時 

〈お問合せ先〉社会福祉法人 福島県共同募金会 

     電話 ０２４－５２２－０８２２（平日８：３０～１７：００） 

 

劇団俳優座公演 「沈黙亭のあかり」    
  

〈内容〉「沈黙亭」サービスは沈黙という安らぎのお店 
 

沈黙亭に来る人は、さまざまです。いくつもの人生が素通り

したり、近づいたり、離れたりして…。マスターは無言と笑顔

でそれらを受け止めています。でもそれでは済まない出来

事がゆっくり頭をもち上げます。人って、ほんとに勝手で、

悪くて善くて、熱くて、冷たくて…。（山田太一 作） 

 

〈場所〉福島市公会堂 

〈日時〉平成２４年７月２８日（土）１８：３０～  

             ２９日（日）１３：３０～                 

〈費用〉入会金１０００円  

     月会費（一般２４００円 大学生１５００円 

                 高校生以下５００円）         

〈お問合せ先〉福島演劇鑑賞会 

         ＴＥＬ ０２４－５２３－３８３６  

 

成年後見に関する「定期相談会」 
 

〈日時〉毎月第１土曜日 １４：００～１６：００ 

    （７月７日・８月４日・９月１日） 

〈場所〉福島市市民活動サポートセンター 
    （チェンバおおまち３Ｆ、東邦銀行本店前） 

〈内容〉成年後見に関する事項 
    （申立て手続き含む） 

〈相談者〉専門員 
      （福島家庭裁判所名簿登載者等） 

〈申込〉原則予約（当日も可） 

           …電話又はファックスで 

〈お問合せ先〉特定非営利活動法人 

         ふくしま成年後見センター 

        ＴＥＬ/ＦＡＸ ０２４－５３５－５４５１ 

   

  ～考えてみませんか？安心できる今日・明日～ 
   ◎成年後見制度 説明会 

   ◎後見に関する個別相談会 
 

   高齢期を迎えた方が、最後まで安心して自分らしく 

  生活をおくれるよう手助けをしてくれるこの制度を、 

   わかりやすく説明いたします 
 

〈日時〉毎月第２木曜日 

    （７月１２日・８月９日・９月１３日） 

    １０：００～１１：３０  １８：３０～２０：００ 
    ＊夜の部は偶数月のみの開催 

〈場所〉福島市中央学習センター 

〈参加費〉無料（資料代３００円） 

〈お問合せ先〉 

     ＮＰＯ法人 市民後見サポートの会 

    ＴＥＬ /FAX ０２４－５２２－１４２６ 

「成年後見研修会」（４日間） 
人が人として生きることを支える“成年後見”を理解し、

活用するための研修会を開催します。どなたでも参加

できます。（参加費は無料です） 

〈日時〉６月２８日（木）・７月５日（木）・７月１２日（木）・ 

     ７月１９日（木）  １３：００～１７：００  

     ※１９日は、修了考査希望者のみ１８：３０まで 

〈場所〉福島市市民活動サポートセンター 

     （チェンバおおまち３Ｆ、東邦銀行本店前） 

〈講師〉福島家庭裁判所、福島公証人合同役場、 

    司法書士等実務家、福島県、福島市 等の方々 

〈主催〉特定非営利活動法人ふくしま成年後見センター 

〈後援〉福島市、福島県社会福祉協議会、 

     福島市社会福祉協議会 

〈お申込み・お問合せ先〉 

    特定非営利活動法人ふくしま成年後見センター  
          ＴＥＬ/ＦＡＸ ０２４－５３５－５４５１ 

 福島の子どもの夢プロジェクト 

みんなで創ろう！！子どもが育つ地域社会      
 

 基調講演 １３：００～ 

    講師：片岡  輝 氏 
      子どもの文化研究所所長、東京家政大学前学長 

        とんでったバナナ、未来少年コナン 作詞 

 分科会 １５：１５～ 

    夢のある地域社会について、皆さんで       

    語り合いましょう！ 
 

〈日時〉平成２４年７月１４日（土） １３：００～１７：００ 

〈場所〉こむこむ わいわいホール 

〈参加費〉５００円（緊サポ会員は無料） 

〈主催〉ＮＰＯ法人まごころサービス福島センター 

〈お問合せ先〉 

  福島の子どもの夢プロジェクト実行委員会 

  （こども緊急サポートネットワークふくしま事務局） 

             ＴＥＬ ０２４－５９２－２２７０ 

「認知症に関する定例のつどい・相談会」 
 

こんな症状のとき、どう接すればいいの？ 

介護がつらい、話を聞いてほしい等… 
 

〈場所〉福島市保健福祉センター 

〈日時〉毎月第２日曜日 １３：３０～１５：３０ 

    （７月８日・８月１２日・９月９日・１０月１４日） 

〈参加費〉無料 
 

相談会（つどい）では「ああ、自分だけではないんだ」

と思い、そうすると気持ちが軽くなって、生きること、介

護することへの勇気がわいてきます。他の方の知恵

や工夫を知り、情報も交換できます。 
 

〈お問合せ先〉公益社団法人  

        認知症の人と家族の会福島地区会 

        代表世話人  井桁  

        ＴＥＬ/ＦＡＸ ０２４－５２２－７８８６ 

※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 

（担当：桜井千鶴子） 
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※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 

（担当：桜井千鶴子） 

                内閣府復興支援型地域社会雇用創造事業 

社会的企業実践コース研修生募集！ 
   

 基礎研修⇒実地研修⇒総括研修の３段階研修で即戦力が身に付きます 

   コミュニケーションとビジネスマナー、社会的企業と運営の基本事項、 

   パソコン講習（ワード・エクセル・ブログ 等）、事業計画書の作成 等  
   

  〈研修期間〉平成２４年７月２３日（月）～８月３１日（金）  

          平日 ９：３０～１６：３０ 土曜 ９：３０～１２：３０  

  〈受講料〉無料  〈定員〉２０名  〈募集締切〉７月２０日（金） 

  〈お問合せ先〉内閣府復興支援型地域社会雇用創造事業  

           新たな一歩プロジェクト 福島市事務局 

           認定ＮＰＯ法人 ふくしまＮＰＯネットワークセンター分室 

           チョコラボ  ＴＥＬ ０２４－５７３－１９７０ 

２０１２年度ドコモ市民活動団体への助成（環境分野）  
 

〈対象〉「環境を守る」をテーマにこれからの地球や地域の環境のためになる

次のような活動 ①省ｴﾈ、再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ導入の推進など、低酸素社会

の実現に向けた活動 ②ﾘﾃﾞｭｰｽ・ﾘﾕｰｽ・ﾘｻｲｸﾙなど、循環型社会を形成

するための活動 ③森林管理、里地・里山づくり、希少生物の保護など、地域

の生物多様性の保全に繋がる活動 ④化学物質・有害物質対策により地域

住民の安心・安全を確保する活動 ⑤環境教育や環境情報の発信など環境

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを促進する活動 ⑥その他ﾃｰﾏに相応しい支援活動  

〈助成金額〉１団体あたり標準１００万円、最高２００万円まで申請可能 

〈応募締切〉平成２４年７月３１日（火） 

〈お問合せ先〉ＮＰＯ法人 モバイル・コミュニケーション・ファンド（ＭＣＦ） 

         電話 ０３-３５０９-７６５１（平日１０時～１８時 土日祝除く） 

第４７回「ＮＨＫ障害福祉賞」作品募集    
 

〈募集内容〉第１部門：障害のあるご本人の部門…学校や

施設での生活、自立や就労への挑戦、また自分の生き

てきた道など、あなた自身の体験の記録 第２部門…教

育・指導の実践、親と子の成長の記録、行事や仕事を通

しての交流など、ともに生きてきた体験記 

〈賞〉最優秀：２部門を通じて１編（賞状、賞金５０万円、副賞） 

   優秀：第１・第２部門各２編（賞状、賞金２０万円、副賞） 

      佳作：若干（賞状、賞金５万円、副賞）  

    矢野賞：２部門を通じて１編（賞状、賞金３０万円、副賞） 

〈応募締切〉平成２４年７月３１日（火） 

〈お問合せ先〉ＮＨＫ厚生文化事業団「障害福祉賞」係   

         電話 ０３-３４７６-５９５５（平日１０時～１７時） 

第９回日本パートナーシップ大賞 
 

 

〈対象〉日本に所在するＮＰＯ（法人格の有無不問）と企

業の協働事業（行政・大学等多様な主体が関わった協

働事業も可） 
〈各賞〉日本ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ大賞ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ…記念盾及び

ＮＰＯには副賞３０万円  日本ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ賞５事業…

記念盾及びＮＰＯには副賞１０万円  その他特別賞 

〈応募締切〉平成２４年７月３１日（火） 

〈お問合せ先〉特定非営利活動法人  

        パートナーシップ・サポートセンター（ＰＳＣ）  

        「第９回日本パートナーシップ大賞」募集係   

                    電話 ０５２-７６２-０４０１ 

平成２４年度生活復興助成事業      
 

〈対象〉福島県の被災者を支援するため、主として仮設

住宅・借上住宅等において、継続的に実施する以下に掲

げるソフト事業を行う団体 ①被災者の日常生活を支援

する等、さまざまなサービスを提供する事業 ②福祉情

報の提供やネットワークづくり、文化活動を通じて、被災

者の生活再建や福祉活動の向上を図る事業 

<助成金額>上限１５０万円 

〈応募締切〉平成２４年８月１日（水）       

〈お問合せ先>福島県保健福祉部社会福祉課内 

         財団法人福島県総合社会福祉基金  

               電話 ０２４－５２１－７３２２ 


