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■開館時間 

午前１０時～午後９時３０分 
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    ○お知らせ 

     「６月１日からふくサポが変わります！」 

    ○市民活動の現場からレポート 

         ＮＰＯ法人まごころサービス福島センター 

ＮＰＯ法人市民公益活動パートナーズ 他 

○助成金・イベント情報 

○今月の図書紹介 

○ふくサポ探検隊  

～にゃんこ隊長、パブリックスピーキングを学ぶ～ 

          

おかげさまで、ふくサポは平成23・24年度と1万人を超える皆

さまにご利用いただきました。このことは、東日本大震災後の

市民活動団体の皆さまの活動の盛り上がりの結果であると思い

ます。このため、ふくサポでは、市民の皆さまが一層使いやす

い施設を目指し、充実を図ってまいります。平成２５年度は開

館時間等を見直しました。今後とも、ふくサポをご利用くださ

いますようお願いいたします。 
 

☆開館時間 

  午前９時～午後９時 
 利用者のアンケート結果を参考に、開館時間を午前9時に繰り

上げます。閉館時間は午後9時になります。  

 

☆施設使用区分の追加 
 従来「午前」「午後」「夜間」の3つの使用区分に加えて、午

前9時から午後9時までの「全日」を区分に追加します。イベン

トなどで一日通して利用される場合、ご利用ください。  

 

☆会議・イベント用備品の貸出を始めます。 
 備品（プロジェクター・スクリーン・ブルーレイプレーヤー

及び液晶テレビ）の貸出を始めます。会議・イベントの際に是

非ご活用ください。申し込みは、会議室の使用申し込みと併せ

てお願いします。それぞれ１台ずつとなりますので、ご予約は

お早めにお願いします。  

 

☆使用料の設定 

 会議室・多目的ホール・備品の使用料を設定します。ただし、

サポートセンターの設置目的である公益的な活動で使用される

場合は減免申請をいただければ、使用料の負担はありません。 

 ※使用料と詳細に関しては、ふくサポホームページをご覧く

ださい。 

ふくサポ探検隊 

～にゃんこ隊長パブリックスピーキングを学ぶ～ 

「６月１日から 

 ふくサポが変わります！」 

編集後記 
  

 緑がまぶしい５月。５月には端午の節句があります。

この端午の風習は紀元前３世紀の中国から始まります。

当時、中国で人望を集めた政治家が川に身を投げ、それ

を知った国民たちが川にはちまきを投げ込み遺体を魚に

食べられないようにした。というのが始まりというから

驚きです。 

日本では奈良時代から行事が始まり、菖蒲（しょうぶ）

の節句とも言われ、強い香りで厄を払い、菖蒲湯につか

り無病息災を願ったとか。 

江戸以降は男の子の節句とされ、男の子の成長や立身出

世を願ってお祝いしたといいます。柏餅を食べるのは、

柏は新しい芽がでるまで、古い葉を落とさないことから

「家督が絶えない」縁起物として食べるそうです。その

他にも田んぼの神を迎える行事など、地方によっても

様々です。 

青空に鯉のぼりが映える季節。心も晴れやかに

過ごしたいですね。    内山、桜井 
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まだまだ、書ききれな

いことがたくさん。ま

た紹介の機会を作りた

いと思います。 

今 月 の 図 紹介 

普通の人が社会を変える 
  ー日本の福祉都市づくりー 
／河田桂子 対談 清水義晴／博進堂 

常設型地域の茶の間「う

ちの実家」代表の河田氏

とえにし屋主催の清水氏

が「病気を受け入れる／

難儀を口に出す」「普通

の人の発言が共感を呼び

起こす」「福祉都市づく

り編 市民ひとりひとりが

福祉の担い手」をテーマ

に対談。  

福島市市民活動サポートセンター通信 

発行日：２０１３年 ４月３０日 
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       サポートセンター 
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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。 
 

２０１３年  ４・ ５ 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 

書 

パブリックスピーキングとは「人前で話すこ

と」ですが、欧米と日本のパブリックスピー

チではだいぶ違うようです。普通の話し言葉

を使って人前で話す。それが、パブリックス

ピーキングです。 

寄付を集めるにも、プレゼンをするにも、イ

ベントをするにも、パブリックスピーキング

の役割は大きいと思います。「人を動かす」

そのために、パブリックスピーキングの方法

を学びます。 

パブリックスピーキングのシナリオ 

１.「聞き手は誰か？」「私は何者か？」を 

 考える。 

２. 問題解決を「提案」・問題を重要視さ 

 せるための「恫喝」・期待している人を動 

 かす「一本釣り」・自尊心に働きかける 

 「倫理観」の４つの戦略を考える。 

 
 

 

パブリックスピーキングの演出 

１．衣装を選ぶ。 

２．大道具・小道具・会場を考える。 

３．話す時間を決める。 

パブリックスピーキングの演技 

 身体・語感・発声・感情・コミュケーショ 

 ン・セルフイメージの要素を考える。 

※初めて書籍を借りる際には、免許証・保険証などの本人確認が必要になります。 

パブリックスピーキング 
～人を動かすコミュニケーション術／ 
             影山洋介 著 

パブリックスピーキングで人

を動かすための秘密を徹底解

説。どのようにプレゼンやス

ピーチをすればよいのかわか

らない初心者から、説得力あ

るプレゼンを目指すリーダー

まで、人前で話す機会のある

すべての人必携の書。 
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 ＮＰＯ法人ふくしまＮＰＯネットワークセンターは４月 

２２日、福島市市民活動サポートセンターにおいて「住友 

商事東日本再生ユースチャレンジインターンシップ」の説 

明会を開いた。これは、住友商事株式会社とＮＰＯ法人市 

民社会創造ファンド（東京）が、県内ＮＰＯ団体と連携し、 

人材育成を目的に７月から来年の３月までの９ヶ月間若者 

をインターンとして受け入れるという事業で、福島県では 

初めて行なわれるもの。説明会では、昨年の宮城インター 

ン経験者の体験談や受け入れ団体からのカリキュラムの説 

明などもあり、参加者は「今日、参加したことで、不安が 

消えた」と話していた。   ※インターン募集詳細は５ページ 

市民活動の現場からレポート市民活動の現場からレポート  

 ＮＰＯ法人まごころサービス福島センター

では４月１５日から、５日間にわたって、福

島市体育館においてこども緊急サポート事業

のスタッフ養成研修会を行なった。この研修

会は仕事と子育ての両立できる社会づくりを

応援することを目的としており、「今後、子

どもに関わる仕事を志す人」や「子ども好き

な人」を中心とした受講希望者を県北地域で

募集した。 

受講者は「救命救急」「精神対話」「芸術療

法」などを受講し、初日は約３０名の受講者

が人形を使いながら、消防署員が講師を務め

る心肺蘇生法を熱心に学んだ。 

 ＮＰＯ法人市民公益活動パートナーズと学生団体 

福島大学災害ボランティアセンターは、３月２日、 

福島テルサにおいて、昨年６月から取り組んできた

「ひと・つながる」復興支援調査・交流促進プロジェ

クトの終了を記念して、シンポジウムを開催した。こ

のプロジェクトは、福島県及び近隣県の復興支援活動

団体の調査を行い、活動の内容を目に見えるものと

し、また団体同士の連携強化をはかろうと取り組んで

きたもので、シンポジウムではプロジェクトの成果が

学生達から報告された。学生達は、この活動から今後

の自分たちの活動に活かせるアイデアや社会の常識な

ど様々な学びがあったと語った。同じ会場で、「浪江 

手作り見本市」も開催され、浪江町から避難している

方々の素敵な手作り作品が展示された。 

子ども達に楽器のプレゼント 

若者がみた 復興支援活動の現状 

住友商事 東日本再生ユースインターンシップ事業 

こども緊急サポート スタッフ養成研修会 

新しい補助金制度がスタート！！ 
    

＜補助対象団体＞（※部門ごとの条件もあります） 

・活動主体が福島市内  ・構成員が５名以上 

・地域住民により組織された住民自治組織や地域活動団体および 

 ＮＰＯ、ボランティアなど市民公益活動をおこなう団体 

・政治、宗教または営利を目的としていない 
 

＜対象事業部門別補助金の種類＞ 

(１)ファーストステップ部門 <立上期>        (３)新規事業チャレンジ部門 <活動支援> 
・対象団体→市民活動を始めようとする団体    ・対象団体→新しい課題に事業を展開しようとする 

      設立後５年未満の団体              設立後５年以上の団体 

     （※ただし、団体財政規模１００万円  ・上 限 額 →60万円 

       未満の団体に限る）             （※３ヵ年以内、１事業につき１回） 

・上 限 額 →１年目１０万円、２年目５万円    ・補 助 率 →２/３以内          

     （※１団体１回限り、２ヵ年補助）   ・対象事業→新たな事業の準備、実施に要する事業 

・補 助 率 →１０/１０以内            (４)地域別まちづくり部門 <地域振興支援>           

・対象事業→団体の設立や活動準備事業、団体の目 ・対象団体→地域の特色を生かした、自主的な地域 

        的達成のための事業                  づくりをおこなう団体      

(２)ステップアップ部門 <継続期>        ・上 限 額 →５０万円（※３ヵ年以内） 

・対象団体→活動の継続を高めようとしている、  ・補 助 率 →２/３以内   

      設立後３年以上の団体        ・対象事業→翌年度以降も継続・発展すると認めら          

・上 限 額 →１年目２０万円、２年目１０万円         れるまちづくり事業、地区自治振興協    

      （※１団体１回限り、２ヵ年補助）        議会の承認を受けたもの                

・補 助 率 →２/３以内                                          

・対象事業→団体の運営や自立強化のための事業、 

      団体活動の継続につながる事業、団体 

      活動の普及・啓発事業 

＜補助対象事業経費＞ 

 報償費 ／ 旅費 ／ 需用費 ／役務費 ／ 使用料及び賃借料 ／ 備品購入費 ／負担金 ／ 

 その他の経費  

 注）食糧費は補助対象外です。 

＜応募締切り＞ 

  平成２５年５月３１日（金）      
 

なお、事業開始に伴い、５月１０日（金）、１６日（木）の午後６時～８時に、ふくサポ会議室

Ａ－１で事前相談会をおこないます。お気軽にお越しください。 

詳しくは市ホームページ（「総合トップ」→「募集」内）等に掲載していますので、 

ご覧ください。 

問合せ／福島市役所市民活動支援課市民活動係 ＴＥＬ ５２５－３７３１（直通） 

（上写真） カリキュラムを説明する 

       ビーンズふくしま 

（上写真）救命蘇生を学ぶ受講者 

(
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 ＮＰＯ法人まごころサービス福島センター

の子育て支援部門 こども緊急サポートネッ

トワークふくしまは、３月２３日、まごころ

ケアホーム高湯の里うららか広場にて、春休

み特別企画「ミュージシャンと交流しよう」

を開催した。被災地の子ども達に楽器に触れ

て、音楽の楽しさを知ってもらいたいと、楽

器を贈る活動を行っている東京のミュージ

シャン団体「ハートトーンプロジェクト」の

協力により行われた。子ども用ドラムセット

やバイオリンなど約２０点の楽器が寄贈さ

れ、子ども達は、ミュージシャンから直接指

導をうけ、演奏を楽しんだ。「楽器の楽しさ

に触れた子ども達のなかから、未来のミュー

ジシャンが誕生したら素敵ですね」と主催者

は、笑顔で話していた。 

（上写真）「浪江 手づくり見本市」で活動の様子に 

      耳を傾ける来場者 
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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） 

第２５回 地域福祉を支援する「わかば基金」 

住友商事 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－ ２０１３  
 

 東日本大震災の被災地で活動しているNPOにおいて、長期にわたってNPOの活動を体験して 

みたいという方を募集します。被災地の再生に取り組むNPOの活動へ参加してみませんか？ 
  

 〈インターン期間〉７月１日～２０１４年３月３１日の９ヶ月間で200時間～300時間 

 〈対象者〉10代後半から30代前半の若い世代  〈募集人数〉5～6名程度 

 〈インターンへの支援〉活動１時間あたり８００円の奨励金(上限300時間)、研修活動のための旅費等補助 

            往復実費交通費支給(片道上限1000円)、傷害保険と損害賠償保険に加入  

 〈受入れ団体(4団体)〉 

     特定非営利活動法人 コースター(郡山市) 若者支援や教育についての活動 

     特定非営利活動法人 市民公益活動パートナーズ(福島市) 市民活動団体支援活動 

     特定非営利活動法人 ビーンズふくしま(福島市) 子どもや若者への支援活動 

     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(福島市) 市民活動団体支援活動 

 〈応募締切〉2013年5月15日（水） 

 〈お問合せ先〉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 

         ＴＥＬ ０２４－５２８－１２１１ 

  

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 

    （５月４日・６月１日・７月６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〉電話又はＦＡＸ 

    （原則予約ですが当日も可） 

〈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 

         （５月９日・６月1３日・７月１１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 

「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 

〈場所〉５月１２日…福島市保健福祉センター 

    ６月 ９日…福島県総合社会福祉センター 

    ７月１４日…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 

     日本ケアシステム協会  

    第２１回全国大会ｉｎふくしま  
 

〈日時〉５月１８日（土）13:00～17:30  

〈場所〉ＮＰＯ法人まごころサービス福島センター 

    ケアホーム高湯の里(福島市在庭坂字南林60-2) 

〈内容〉13:00 記念講演会 

    テーマ 「いま、いのち(命)そして希望」 

    講 師 大石邦子先生 (エッセイスト) 

    14:40 分科会 (6つのテーマに分かれて) 

   ①高齢者支援 ②地域の居場所 ③こども支援 

   ④在宅ケア(看とり) ⑤被災者支援 ⑥終括  

〈定員〉先着2００名 

〈参加費〉１000円（資料代、飲物代含む） 

〈お問合せ先〉 

   ＮＰＯ法人まごころサービス福島センター 

   ケアホーム高湯の里 

    ＴＥＬ ０２４－５９１－１９５０ 

    携 帯 ０８０－６００６－５４４４(須田) 

 劇団扉座公演「アトムへの伝言」     
 

科学は人を笑顔にできるのか？！  世界初、笑いをもた

らすために開発された人型ロボット・カッパ。漫才師に

弟子入りし真摯に芸の道に邁進するが…カッパの運命や

いかに！？  TV「相棒」シリーズでおなじみ六角精児と

山中崇史が出演。2人の原点は劇団にあった！ 

〈日時〉５月１８日（土）１８：３０～ 

      １９日（日）１３：３０～  

      ２０日（月）１９：００～  

      ２１日（火）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  

平成２５年度ニッセイ財団 高齢社会助成  

「地域福祉チャレンジ活動助成」   
 

〈対象〉活動実績のある社会福祉法人、ＮＰＯ法人等の法人 

   格のある団体。活動実績がありさらに新規活動に取り 

   組もうとするまたは、活動の発展・拡充をはかろうと 

   する法人。(活動とは高齢社会助成分野・テーマ） 
   分野 

   ①いつまでも地域で高齢者が安心した生活が送れるま 

    ちづくり（地域包括ケアの推進） 

    ②高齢者のいきがい・自己実現・就業支援 

    ③認知症の人が地域で安心した生活ができるまちづく 

    り（ニッセイ財団恒久的分野）   など 

〈助成金額〉２年間、最大400万円（１年最大200万円） 

〈応募締切〉平成２５年５月３１日（金） 

〈お問合せ先〉ニッセイ財団 高齢社会助成 事務局 

        電話 0６－６２０４－４０１３ 

〈対象〉 

 ①支援金部門…福祉活動の拠点を設け、こ 

        の支援金でより活動の輪を 

        広げたいというグループ  

 ②リサイクルパソコン部門… 

      パソコンの台数を増やすこと 

      で、より高齢者や障がいのある 

      人に役立ち、活動の充実を図れ 

      るグループ  

 ③東日本大震災被災地 支援金部門… 

      被災地に活動拠点があり、その 

      地域で福祉活動 をすすめてい 

      進めたい、必要な新たな事業を 

      展開したいというグループ 

〈助成金額〉 

      ①１グループにつき、最高100万円 

      ②ノートパソコン５０台 

       (１グループにつき、３台まで） 

      ③１グループにつき、最高100万円 

〈応募締切〉 

      平成２５年５月３１日（金） 

〈お問合せ先〉 

      社会福祉法人  

         ＮＨＫ厚生文化事業団    

             「わかば基金」係 

   電話 ０３－３４７６－５９５５ 

           (平日１０時～１８時) 


