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  ○レポート「ふくしま市民活動フォーラム２０１３」 

  ○コラボ☆ふくしま 選定団体報告 

    ははのわ・福の鳥プロジェクト・ＮＰＯ法人くらそうねット 

○助成金情報・イベント情報 

○おすすめ図書紹介  

○市民活動講座報告 

○ふくサポ探検隊 ～交流広場３月・４月情報～ 

          

 

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

ふくプロジェクト）主催、福島市共催「ふくしま市民活動フォーラ

ム２０１３」が２月１６日（土）にチェンバおおまち１階フリース

ペース、３階福島市市民活動サポートセンターにおいて開催され

た。ふくふくプロジェクトは福島県県北地域を中心に震災後の復興

支援などをしている市民活動団体が連携を結び活動を続けている。

昨年に続き２回目の開催となるこの市民活動フォーラムは、ふくふ

くプロジェクト情報センター事務局が地域で活動する団体に呼びか

け、呼びかけに応じた約２０団体が参加した。パネルディスカッ

ション、パフォーマンス、展示による活動紹介、特産品の販売など

盛りだくさんの催しに福島市民など約２５０名の来場があった。 

次ページ以降、内容の紹介です。 

ふくサポ探検隊～講座＆交流広場～ 

        利用報告と今後の予定 

     レポート 

「ふくしま市民活動 

  フォーラム 

    ２０１３」 

編集後記 
  

  間もなく卒業シーズン到来！大学の卒業

式会場でよく見かける女性の袴姿。袴姿と

言えば矢絣柄の「はいからさんが通る」を

思い出す方も少なくないはず。現在では、

袴に専用のアクセサリーを装着するなど、

ファッションも様々。では何故、卒業式で

着用されるようになったのでしょうか？

元々は、明治から大正時代に女子学校の教

員が着用していたそうですが、次第に学生

の制服として着られるようになっていった

ようです。その時代の女性が社会進出をす

る際の第一歩が教育を受けること。女学校

に通える人は一部の上流階級の人達だ

けという時代、その教育を修了し、社

会的知識と気概を習得した者の正装と

いう意識から袴が着用されたという説

があるようです。日本伝来の正装も

色々。春は別れと出会いの時期、一期

一会の場を大切に今日もふくサポは皆

さんのご来館をお待ちしています。  

            内山、桜井 

にゃんこ隊長 
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ス タ ッフ 紹介 
ふくサポ！ 

水谷 希 

山崎 友也 

 様々な接客業アルバイト経験を

生かし、ハキハキと元気に来館者

に対応する姿が印象的な彼女は南

相馬市出身の福島大学４年生だ。

この３月の卒業とともに残念なが

らふくサポを離れるが、頑張り屋

の彼女のことだ、社会人として新

たな未来を切り開くことだろう。 

 静かにもくもくと資料整理をす

る彼は岩手県出身の福島大学４年

生。この３月に大学を卒業する

が、４月から大学院生として新た

に勉学に励む。と、共に今後もふ

くサポのアルバイトスタッフとし

て活躍の予定だ。無口な彼からた

まに飛び出す笑顔にふくサポのア

イドルとしての呼び声も高い。 

福島市市民活動サポートセンター通信 

発行日：２０１３年 ２月２８日 

編集：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 

E-mail:f-ssc@bz01.plala.or.jp 

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。 
 

２０１３年 ２ ・ ３ 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 

５ 

★オープンセミナー（講演会）定員80名 

 ・変わりゆく福島 

  ～ニーズと支援・市民活動の成長～ 

              (５０名) 

※オープンセミナーの様子は２ページに 

 ございます。 

「平成２４年度 講座報告」 
  ※かっこ内の人数は、各講座の参加人数です 

 

★市民活動ステップアップ講座 各講座 定員30名  

  ・ＮＰＯ基礎講座 ～躍動するＮＰＯ～（１５名） 

  ・福島の今 福祉をみつめる～協働が生んだ市民活動事業～(１９名) 

  ・ネットワークを育てる！人を育てる！まちづくりプランニング 

   ～協働のまちづくりを考えよう～（企画団体公募）(１０名) 

 

★ＮＰＯマネジメント講座 各講座 定員30名 

  ・助成金・補助金講座 基本編 

   ～基礎から学ぼう！資金調達術～(２１名) 

  ・助成金・補助金講座 実践編 

   ～審査員目線を知る！選定される申請書の虎の巻～(３７名) 

  ・税務・会計講座 基本編 ～伝授！税務・会計のいろは～ 

                          (３１名) 

  ・会計講座 実務編  

  ～会計をパソコンで学ぼう！～（２３名） 

「交流広場展示予定」 

☆震災から現在までの写真の展示 

           （3月9日～3月末日） 

  震災から現在までの福島の風景や活動団体の活動の様子など、ふ 

 くサポスタッフがフィルムにおさめた写真を展示します。 

※展示期間中も交流広場は通常通り、打合せや休憩、作業スペースと 

 してご利用いただけます。 

※桜のシーズンには館内に桜の写真を展示致します。写真で福島の桜 

 をお楽しみください。 

図 書 案 内 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。 

編集・発行 ＮＰＯ法人日本ＮＰＯセンター 

「知っておきたいＮＰＯのこと３  

             協働編」 

NPOのスタッフと行政職員がともに作っ 

たNPOと行政の「協働」のための１冊。 

「社会にとって望ましい協働の姿」を、NPOと行政の

互いの立場から描き、それぞれまとめた、「行政と協

働するNPOの8つの姿勢」「NPOと協働する行政職員

の8つの姿勢」を収録。 

協働を進めるために、NPOの方にも、行政の方にも、

ぜひ読んでいただきたい１冊です。 

２４年度の講座を全て終了

致しました。ご参加ありが

とうございました。 

（上写真） パフォーマンスでの福島ギター合奏団による演奏 
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（上写真） 津軽三味線ふくなんのみなさん 

パフォーマンス 

自由に意見を交換 

～ワークショップ「もっと素敵にすっぺ福島」～ 

活動に興味津々 美味しいものもありますよ～団体の活動紹介～ 

交流広場、会議室Ａ・Ｂを使い、約２０の団体が集ま

り活動紹介や手作りの物品の販売を行った。パネルでの

活動紹介と併せて、障がい者の作っているこだわり豆腐

や会員手作りのお菓子、ルワンダコーヒーや枝花の販売

が行われ来場者は興味深く見入って気に入った商品を購

入していた。当日の売り上げは、各団体の活動費とな

る。 

また、今回は、展示内容をご覧いただくため、受付で

クイズ用紙を配り、正解者にはお菓子を配る企画を行っ

た。正解してお菓子をもらった来場者は思わぬプレゼン

トに笑顔を浮かべていた。 

午後１時３０分から、ふくサポ主催で「変わりゆく

福島～ニーズと支援・市民活動の成長～」を開催し

た。 

コーディネーターに福島大学教授清水修二氏を迎え

たパネルディスカッションは、活動に対する強い思い

に支えられた、復興支援の最前線に立つ団体、震災以

前から変わらない活動を続ける団体紹介から始まっ

た。 

起業を考える人をサポートする「チョコラボ」、県

外避難者の支援を行う「ふくしま連携復興セン

ター」、地域コミュニティの場の大切さを語る「ふ

らーっと茶の間」、飯館、浪江からの避難者で起業を

図る「かーちゃんの力・プロジェクト協議会」、若い

力で被災者の支援を行う「福島大学災害ボランティアセンター」とそれぞれ問題を抱えながら力強く

活動する姿は、多くの参加者の共感を得たのではないだろうか。 

 熱のこもった発表のため、質疑の時間が減ってし

まったが、参加者からは、補助事業の終了により、存

続が危ぶまれるチョコラボやＮＰＯの活動内容につい

ての質問があった。 

 日頃、知ることのないＮＰＯ活動に興味を持って頂

く良い機会になったのではないか。 

 

 
 

           

                

 

午前１１時から「福島ギター合奏団」「津軽三味

線ふくなん」「新福島芸能倶楽部」による迫力の演

奏や「浪江町避難みんなの会」による合唱、プロの

アナウンサーによる朗読ボランティア集団「原國雄

とその仲間たち」と盛りだくさんのステージが繰り

広げられ、立ち見も出た会場は観客の熱気で満ち溢

れていた。 

     会議室Ｂでは、午後４時３０分から「もっ 

    と素敵にすっぺ福島」をテーマにワーショッ 

    プを開催した。 

    来場者の意見をワークショップに取り入れる 

    ため、３階受付脇に「ホワイトボード・ツ

イッター」と名付けたホワイトボードを設置して「福島

の素敵なこと」の記載をお願いした。 

ワークショップでは、「ツイッター」に記載された意

見に加えて、参加者から「今感じている福島のよいとこ

ろ」「福島をもっと素敵にするにはこれからどうすべき

か」「福島でどんな楽しい企画が予定されているか」な

どの意見が出された。 

この意見に基づいて参加者全員が自由に意見を交換

し、日頃、会話することのない他団体のメンバーとの交

流する機会ともなり有意義な時間を過ごした。 

（左写真） 発言するパネリストの皆さん 

（上写真）展示・販売をする「ルワンダの教 

      育を考える会」 

（上写真） 意見交換会の様子 

ふふ  くく  しし  まま  市市  民民  活活  動動  フォフォ    ーー  ララ  ム かム か  らら  レレ  ポポ  ーー  トト  
多目的ホールは大盛況！ 

 

多目的ホールでは、午前中はいろいろなパフォーマンス、午後からはオープンセミナーと硬軟組み

合わせた催しが開催されて終日盛り上がった。 

熱い意見が飛び交うオープンセミナー コーディネーター 
 福島大学教授・ 

  ＮＰＯ法人ふくしまＮＰＯネットワークセンター理事    

  清水修二氏 

パネリスト 
 チョコラボチーフ・ 

  ＮＰＯ法人ふくしまＮＰＯネットワークセンター理事  

  深田俊雄氏 

 一般社団法人ふくしま連携復興センター理事               

  中鉢博之氏 
 ふらーっと茶の間代表                         

  武田美恵子氏 

 かーちゃんの力・プロジェクト協議会会長                

  渡邊とみ子氏 

 福島大学災害ボランティアセンター  
  本間美雪氏 

 フォーラムは、ふくサポばかりでなく、チェンバおおま 

ちの１階のフリースペースも会場として使用した。１階にも 

受付を置き、３階での催しをＰＲするとともに団体活動の展 

示やアンパンマンでお馴染みのやなせたかしさんのタペス 

トリーを使用した「おはなし夜会」の読み聞かせを行った。 

 他にビーンズふくしま、ふくしまＮＰＯネットワークセン

ターの活動紹介も展示された。 

やなせたかしさんのタペストリー 

（上写真） 読み聞かせの様子 

「ふくしま市民活動フォーラム２０１３」の参加団体（順不同） 

アクセスホームさくら／生きる／エコクラブだて／おはなし夜会／かーちゃんの力・プロジェクト協議会／く

らそうねット／シャローム／新福島芸能倶楽部／津軽三味線ふくなん／和／浪江町避難みんなの会／花見山を

守る会／原國雄とその仲間たち／陽だまりハウス／ビーンズふくしま／ふくしまＮＰＯネットワークセン

ター／福島ギター合奏団／福島市聴覚障害者福祉会「なのはなの家」／ふくしま成年後見センター／福島市レ

クリエーション協会／ふくしま飛行協会／まごころサービス福島センター／ルワンダの教育を考える会 
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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） 

助成金 

活動支援 

   情報 

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 

（担当：桜井千鶴子） 

「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… 
 

〈日時〉毎月第2日曜日  13:30～15:30 

        （3月10日・5月12日） 
  ※４月１４日は、総会開催のためお休みです。 

〈場所〉福島市保健福祉センター 

〈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 

～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     

  く生活を送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 

          （３月1４日・４月1１日・５月９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 (別途資料代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 

 森 康行 監督 ドキュメンタリー映画 

   「こんばんは」無料上映会 
 

 映画の舞台は東京都墨田区立文花中学校の夜間学 

 級。そこは、不思議なやさしさと温かさに包まれ    

 た、今まで出会ったことのないような学校で… 
 

〈日時〉３月１６日（土） 

    １回目 10:30～12:0５ 

    《監督・出演者挨拶》12:10～13:10 

        ２回目 13:20～14:5５ 

          ３回目 15:10～16:4５ 

〈場所〉コラッセふくしま ３階 

    ３０２ 小会議室 

〈参加費〉無料（それぞれ先着46名様） 

〈お問合せ先〉 

   福島に公立夜間中学をつくる会 大谷  

           ＴＥＬ 090－2025－5287 

劇団民藝公演「カミサマの恋」     
 

  津軽地方に存在する民間祈祷者＜カミサマ＞ 

  人の心の凝りをほぐすカミサマ・道子のもとには    

  家庭の悩み事を抱えた人々が訪れて…  

  舞台女優60年、奈良岡朋子さんは必見です！  

 

〈日時〉３月２８日（木）１８：４５～ 

       ２９日（金）１３：３０～  

       ３０日（土）１４：００～  

       ３１日（日）１３：３０～  

〈場所〉福島テルサＦＴホール 

〈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  

 第３６回  こども緊急サポート事業 

       スタッフ養成研修会 
 

 仕事と子育ての両立できる社会づくりのため、  

 地域の子育てを応援してくだい。地域の子育て    

 支援に関心のある方を募集します。 
 

〈日時〉4月１５日・１７日・１９日 

                 ２２日・２４日（全５日間）  

    １０：００～１７：００予定 

〈場所〉福島市体育館  〈定員〉先着20名 

〈費用〉無料（但しテキスト代 3000円） 

             （単発参加希望・１講座500円） 

〈お問合せ先〉 

    ＮＰＯ法人まごころサービス福島センター内   

    子育て支援部門 

  『こども緊急サポートネットワークふくしま』 

        ＴＥＬ ０２４－５９２－２２７０ 

    第５６回  春のバザー 

 

 障がい者の自立と社会参加、地域との交流をは  

 かることを目的に開催します。 
 

〈場所〉新浜公園（福島市新浜町１－４４） 

〈日時〉５月３日（金）１１時～１５時 

                  ４日（土）１０時～１３時３０分 

   ○ 主な商品 

     オリジナル手工芸品 書籍(古本) 

     衣類 日用品＆雑貨 など 
  

 ＊ バザーのお手伝いをしていただけるボランティ  

   アを募集しています。詳しくは、お問い合わせ 

   をお願いいたします。 
 

〈お問合せ先〉 

    ＮＰＯ法人 生きる 担当 根本・阿部 

       ＴＥＬ ０２４－５２３－３８５３ 

    （１１時～１５時 土・日・祝祭日除く） 

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 

    （４月６日・５月４日・６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〉専門相談員（専門研修を修了した者） 

 〈申込〉原則予約（当日も可）…電話又はＦＡＸ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 

2013年度(第11回) ドコモ市民活動団体への助成    
 

 

〈対象〉「子どもを守る」をテーマに子どもたちの健やかな育ちを応援 

  する次のような活動  1 不登校・ひきこもりの子どもや保護者に対し 

    ての精神的・物理的な支援、復学・社会的自立支援活動  2 児童虐待 

    やDV、性暴力などの被害児童・生徒を保護・支援する活動  3 非行 

    や地域犯罪などから子どもを守るための支援活動  4 子どもの居場所 

    づくり  5 発達障がいを持つ児童の支援活動  6 その他活動テーマに 

    相応しい支援活動 

〈助成金額〉総額2500万円(上限)予定 

      1団体あたり標準50万円、最高200万円 

〈応募締切〉平成２５年3月２９日（金） 

〈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 

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

タカラ・ハーモニストファンド  
 

〈対象〉日本の緑を構成する森林等の陸域、ま  

   たは海、湖沼、河川等の水域の自然環境(生   

     物の生態把握等も含む)に関する実践的な研 

     究・活動 
〈助成金額〉総額500万円程度 件数10件程度 

〈応募締切〉平成２５年３月３１日（日） 

〈お問合せ先〉 

  公益信託 タカラ・ハーモニストファンド事務局 

  みずほ信託銀行株式会社 京都支店 営業２課 

   担当 明上、赤池 

                      電話 ０７５－２１１－６２３１ 

第６回ティファニー財団賞 
― 日本の伝統文化と現代社会 ―  

 

〈対象〉①地域の伝統文化を現代社会の営みにマッチ  

  させ、地域文化を核として広く市民を巻き込んだ活 

  動  ②地域社会に昔からあった活動を再活性化する 

  活動  ③伝統文化をテーマに国内外と交流すること 

  で、開かれた地域づくりに貢献している事業 

〈賞〉伝統文化大賞・伝統文化振興賞ともに 

   ティファニー製トロフィーと賞金200万円 

〈応募締切〉平成２５年４月１日（月） 

〈お問合せ先〉(公財)日本国際交流センター内 

   ティファニー財団賞事務局 担当 毛受、藤本 

           電話 ０３-３４４６-７７８１(代) 

全労済地域貢献助成事業      
 

〈対象〉(1)環境分野 ①地域の自然環境を守る活動   

   ②循環型地域社会をつくるための活動 ③地域の自然 

 や環境の大切さを学ぶための活動 (2)子ども分野  

 地域の中で、学校外の多様な育ちを応援する次のよ   

   うな活動 ①子どもたちの豊かな遊びの場をつくる活   

   動 ②子どもたちが交流し学びあえる場をつくる活動 

〈助成金額〉総額2000万円(上限)予定 

      1団体あたり上限30万円 

〈応募締切〉平成２５年４月１０日（水）   

〈お問合せ先〉全労済 総務部内 

    地域貢献助成事業事務局 担当 長倉、加藤   

              電話 ０３－３２９９－０１６１ 

「ＬＵＳＨチャリティバンク」助成      
 

〈対象〉①被災地の復興支援活動、被災された方た 

 ちへの支援活動 ②環境保護活動、動物の福祉/ 

 動物の権利擁護活動、人道支援/人権擁護活動  

 ③東日本大震災により困難な状況で生活している 

 子どもたちに、楽しみやレクリエーション活動を 

 届ける活動  

〈助成金額〉①、②、③とも10～200万円予定 

〈応募締切〉①、③毎月月末 ②偶数月の月末    

〈お問合せ先>株式会社ラッシュジャパン 

   ①、②チャリティポット係 ③FunD事務局   

        電話 ０３－５７８１－９５６７ 


