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ふくサポお助け隊～ＮＰＯの悩みを考える１～ 

編集後記 
  

 先日、六魂祭で七夕飾りを楽しんだと思っ

たら、間もなく七夕ですね。七夕は雨が降る

と彦星と織姫が会えないという話が一般的で

すが、梅雨があけるかあけないか微妙なこの

季節、雨のことも少なくありません。そんな

時は残念に思いますよね。しかし、韓国で

は、七夕の日に彦星と織姫が１年ぶりに会っ

てうれし涙を流すため、絶対に雨が降ると信

じられているとか。もし、２日間雨が続け

ば、別れを惜しむ涙だと言われているそうで

すよ。ロマンチックですね！！国が変われ

ば、言い伝えも違うから不思議。他にも、７

月７日はポニーテールの日！だそうです。

「日本ポニーテール協会」によると、理由は

七夕伝説の織姫がポニーテールだったから。

というから、何から記念日が

生まれるかわかりません。福

島からも、今後どんな記念日

が生まれるか楽しみでもあり

ますね。 

     内山、桜井、薮内 
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内山スタッフ 

今回は「お金がない！」

がテーマです。 

公 開 プ レ 
平成２５年度 
福島市市民活動活性化支援事業補助事業決まる！ 

 ６月１５日（土）、福島市市民活動サポートセン

ターにおいて「平成２５年度福島市市民活動活性化

支援事業補助金公開審査会」が行なわれた。１事業

者あたり５分間の持ち時間で語られるプレゼンテー

ションはそれぞれ映像や語り手の動作、ホワイト

ボードに資料を貼り付ける、伝統芸能で使われる道

具を持ち込むなど様々な工夫がされており、伝える

ものの思いがこめられていた。 

結果、申請した全団体採択された。採択され

た団体・事業は次の通り。 

＜ファーストステップ部門＞ 

福島市に公立夜間中学をつくる会『大坂忠 

写真展「自主夜間中学 札幌遠友塾」』・ 

月の輪の森『いきいきワークプロジェク

ト』・親の学びネットワークふくしま『親の

学び支援事業（社会教育）』・チャイルドラ

インふくしま『チャイルドラインふくしま』 

＜ステップアップ部門＞ 

ＮＰＯ法人パンダハウスを育てる会『パンダ

ハウス増改築ＰＲ用チラシ等の作成』・ＮＰ

Ｏ法人ふくしま成年後見センター『成年後見

広報事業』・ＮＰＯ法人いいざかサポーター

ズクラブ『湯のまち飯坂シネマｄｅ発信プロ

ジェクト』 

＜地域別まちづくり部門＞ 

信夫の里パークゴルフクラブ『パークゴルフ

を通したまちづくりの推進』・自転車レース

「ツール・ド・Mtささもり」実行委員会『自

転車レース「ツール・ド・Mtささもり』・飯

坂町史跡保存会『飯坂地区名所・旧跡案内板

と標柱の設置及び代替』・飯坂今昔、文化継

承会『飯坂今昔祭り展』・弥生町内会『子育

寺子屋』・つちゆ芸術万華郷実行委員会『文

化芸術創造発信まちおこし「つちゆ芸術万華

郷」事業』 

福島市市民活動サポートセンター通信 
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       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 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 

ゼ コラム 

 ＮＰＯのお金は企業と違い資本金というまとまったお金はあり

ません。寄付や会費もあれば、「ボランティア」という労働力を

提供することもあるでしょう。ＮＰＯに大切なのは「ミッショ

ン」です。社会のニーズや課題に応えるためにしっかりしたミッ

ションを持ち、そこに共感や賛同を集めて寄付や会員を集めてい

きます。 

 財源は内発的な会費・寄付金・自主事業収入など、外発的な助

成金・受託事業収入などに分けられますが、内発的なものほど活

動に使うに際し、自由度が高いものとなることが多いです。例え

ば、助成金は申請した事業にしか使えませんし、飲食費や人件費

には使えないなどとの限定があるものもあります。その点、会費

は団体のミッションにあっていれば用途は自由です。 

 会費や寄付はいかに「共感」や「信頼」を得るかが鍵！パンフ

レットやイベント、ホームページなどのツールを使って活動を紹

介すると獲得につながりやすくなります。 

 また、助成金・補助金は募集をかける側がどういった活動に支

援したいのかを考え申請すると獲得しやすくなります。 

 いずれにせよ活動にお金の悩みはつきもの。うまく獲得したい

ものです。 

開館時間を 

９：００～２１：００に

変更し、開館している時

間が長くなり、スタッフ

数も増えました！！ 

ン レポート 

（上写真）親の学びネットワークふくしま 

「大震災を契機に進む企業と 

         ＮＰＯとのコラボ」 
福島大学特任教授／ 

 ＮＰＯ法人ふくしまＮＰＯネットワークセンター理事長 

                       星野珙二 

 営利企業と非営利活動のコラボ、これは最後まで残るかもし

れない難しい問題の一つとも言われてきました。しかし案ず

るより産むが易し、現実には、いろいろなコラボの顔が見え

るようになってきました。 

 企業も社会的責任や社会貢献活動を意識する時代となり、

非営利組織であるＮＰＯ等も、上手に収益事業を組み立てる

ことができる時代に入ってきました。向いている方向やゴー

ルの指標は異なってはいても、活動の幅でみると、お互いに

重ねられる領域が確実に広がってきたように感じます。 

 たとえば、ふくしまＮＰＯネットワークセンターでは、こ

のたびＮＰＯ法人市民社会創造ファンドさんの仲介により住

友商事さんとコラボ事業を行うことになりました。住友商事

さんは、東日本再生過程に参加する若者を応援するという趣

旨で、昨年度せんだい・みやぎＮＰＯセンターを中核として

実施し始めた事業です。事業名称は、「東日本再生ユース

チャレンジ～インターンシップ奨励プログラム」というもの

です。今回、福島県や岩手県にも拡げて実施していくことに

なり、中間支援組織である当センターも福島県の受入の中核

を担わせていただくことになりました。わたしたち自身もイ

ンターンシップ生を受け入れながら、福島県の事業全体がス

ムーズに進展するよう、いろいろなお世話をさせていただく

ことになりました。住友商事さんの再生・復興への思いと、

市民社会創造ファンドさんのノウハウと、地元に通じた中間

支援組織のフットワークの良さを活かしたコラボ事業となり

ます。 

 協働事業は、事業の目的を共有化しながら、役割分担を明

確にして取組む必要があると教えられてきましたが、まさに

その通りのステップを経験しながら、役割分担等においては

丁寧な打ち合わせを積み重ねて進めているところです。 

 

        ○コラム 

        「大震災を契機に進む企業とＮＰＯとのコラボ」 

        ○福島市の活動団体を訪ねる 

         第２５回 福島演劇鑑賞会 

        ○イベント現場からレポート 

          アートさをり「初夏の風展」 他 

        ○助成金・イベント情報   

        ○福島市市民活動活性化支援事業補助事業決まる！ 

        ○ふくサポ探検隊 ～ＮＰＯの悩みを考える1～ 
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代表者：三瓶 章 

事務所所在地：福島市置賜町８－３０カスタムビル２階 

連絡先：ＴＥＬ ０２４－５２３－３８３６ 

会 員：１，８００名  

活動歴：５３年（１９６０年３月発足） 

活動目的：良い演劇をより多くの人と定期的に福島で観劇続ける 

     こと。そのことで、生活に潤いが生まれ、福島の文化 

     向上にも寄与できていると自負している。     

            

イベント現場からレポートイベント現場からレポート  

（下写真）七月例会 前進座 「あなまどい」 

（上写真） 「カミサマの恋」バックステージツアー にて 

     奈良岡朋子さんが劇中で座った椅子に座って 

     みました。 

５月１７日（金）～２１日（火）に「アートさ

をり」作業所において、アートさをり第１２回

初夏の風展が行なわれた。「初夏の風展」は２

００１年から毎年おこなわれており、障がいを

１つの個性として、クリエーターの素質を発揮

している彼らの作品のファンが多数訪れてい

た。会場は色とりどりの衣類や小物、キャラク

ター商品であふれ、見るものを楽しませた。中

でも震災以降、キャラクター化された商品は、

キャラクター誕生秘話や被災者の想いが紹介さ

れており、復興への強い思いが感じられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月１８日（土）ケアホーム高湯の里において

「日本ケアシステム第２１回全国大会ｉｎふくし

ま」が開催された。この大会は「ベビーからシニ

アまで いのちについて考える」をテーマにＮＰ

Ｏ法人まごころサービス福島センターが運営事務

局を務めており、大石邦子氏の記念講演、「高齢

者・障がい者の地域包括支援体制づくり」など６

つのテーマの分科会などが行なわれ、分科会では

話題提供者を中心に活発な意見の交換があった。

会場は所狭しとたくさんの参加者であふれてい

た。 

桜井スタッフ 

初夏の風展～負けないよふくしま２０１３～ 日本ケアシステム協会 

第２１回全国大会ｉｎふくしま 

 

 ２５回目 福島演劇鑑賞会 

   活動の様子や会員の特典、現在の悩みまで、福島 

  演劇鑑賞会の魅力を存分に事務局長の笠原慶大さん 

  にうかがいました。 

   

 活動を紹介してください。 

   「福島で様々な演劇を観たいと切望している人達」 

  が、「全国に出ることで新しい観客との出会いを求め 

  た劇団」を力を合わせてお呼びし、福島市で年６回の 

  観劇の場を実現しています。 

  設立当初から会員制をとっており、会員が３人以上集 

  まってサークルをつくり、継続することによって、 

  演劇を楽しむ仲間を増やしてきました。観たい演劇の企画から座席の指定、受付、広報な 

  どの運営もサークル単位で担当を決めて会員がおこなっています。 

  

 会員が観劇のための運営を行なう一番の魅力は何ですか？ 

   例えば演劇のための荷降ろしを手伝う。役者さんと一緒に作業をするわけです。過去に 

  は若い頃の役所広司さんもいらっしゃいましたし、最近では「八重の桜」にも出演されて 

  いる長谷川博巳さんともご一緒しました。皆さん、まだメジャーになられる前でしたが、 

  好青年で、きさくな好い方だったとご一緒した会員さんが言ってました。一緒に作業をし 

  た役者さんが少しづつ有名になっていくのをみるのも楽しみですし、演劇のバックステー 

  ジを見たり、役者さんとロビーで交流したり、演劇ファンにはたまらないと思います。ま 

  た、会員同士も一緒に作業をすることによっ 

  て、仲良くなりますし、会員同士で結婚した 

  カップルもいるくらいです。（笑） 

  

 年に１回運営の担当があるようですが、忙しく 

 てできないこともあるのでは？ 

   大丈夫です。できることをできる範囲で無 

  理なくやれるよう会員同士で相談しますの 

  で・・・・。 

 今、皆さんに呼びかけたいことは？ 

   震災以降、入会する方は増えています。今 

  は平成２６年度の観劇の企画をしていて、素 

  敵な企画がいっぱいです。 

  3人のサークルにならない場合も相談に応じて 

                      います。新しい出会いも生まれます。是非是  

                      非、入会してみませんか？素敵な舞台があなた 

                      を待ってます。                                                 

                             

（左写真） 

作品に魅

入る来場者 

（左写真） 

分科会 

「高齢者・障がい

者の地域包括支

援体制づくり」の

様子 

※「ＮＰＯ法人生きる」「生と死を考える福島の会」「ＮＰＯ法人負けないぞ福島宣 

 言！プロジェクト」「ＮＰＯ法人市民公益活動パートナーズ」主催イベントにも取材 

 にお邪魔いたしました。その様子はふくサポホームページ「ＮＰＯ活動情報」でご紹 

 介させていただきますので、是非是非こちらをご覧くださいませ。 

 福島れんげの会は、４月７日から４回に

わたり、福島県青少年会館にて、子どもの

グリーフサポートセミナーを開催した。こ

のセミナーは、子どものグリーフ(悲嘆)を

理解し適切に関わることができるようにな

ること、子どものグリーフに対する理解者

を増やすことなどを目的に開催された。金

子代表は「グリーフの理解者が増えること

で、子どもが自分の気持ちに自由になる場

所ができ、それによって大事にしてもらっ

た感覚を味わい、大事にされた経験が相手

も大事にできる素地になってほしい」とセ

ミナーの先にある願いを語った。 

 

 ＮＰＯ法人福島こども応援団は、５月３

日、４日の２日間、四季の里 春まつりの中

で、昔なつかしいポン菓子作成と紙芝居の

上演を行った。ポン菓子は訪れた人の目の

前で作成され、ふるまわれた。バーン！と

いう音とともに出来上がり、大きな音に、

見ていた人々はびっくりした様子だった。

ポン菓子はカレー味など味付けも工夫さ

れ、訪れた家族連れは、なつかしいお菓子

のプレゼントににっこりしていた。紙芝居

の上演も行われ、子どもたちは、巧みな話

術に引き込まれるように見入っていた。 

  

 

昔なつかしポン菓子と紙芝居 子どものグリーフサポートセミナー 
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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） 

2013年「ステファニ・レナト賞」募集   

 

〈対象〉国の内外を問わず、弱者の側に立ち、人間としての尊厳 

    を守るための活動をしている個人や団体（自、他薦可）  

  <賞〉 

          表彰盾および副賞３0万円（1名ないし１団体） 

〈応募締切〉 

    平成２５年７月１６日（火） 

〈お問合せ先〉 

    特定非営利活動法人 名古屋NGOセンター事務局内 

                    （担当 門田）      

         電話 ０５２－２２８－８１０９ 

2013年度「津田梅子賞」  
 

〈対象〉  

    ①女性の可能性を広げる取り組みを行う個  

      人または団体・組織（性別を問いません） 

      ②さまざまな分野で先駆的な活動を展開し 

   た女性（個人または団体） 
〈賞〉副賞として、１名または１団体につき  

   賞金３０万円   

〈応募締切〉平成２５年７月２３日（火） 

〈お問合せ先〉 

  津田塾大学企画広報課内「津田梅子賞」事務局 

     電話 ０４２－３４２－５１１３ 

Panasonic NPOｻﾎﾟｰﾄ ﾌｧﾝﾄﾞ2013年募集  
  

〈助成対象〉①環境分野：環境問題に取り組むＮＰＯ／ 

  ＮＧＯ ②子ども分野：子どもの健やかな育ちを応 

  援するＮＰＯ／ＮＧＯ 

〈助成事業〉第三者の多様で客観的な視点を取り入れた 

  組織基盤強化の一連の取り組み（最長3年まで) 

〈助成金額〉①環境分野1,500万円 

      ②子ども分野1,500万円 合計3,000万円 

〈応募締切〉平成２５年７月３１日（水） 

〈お問合せ先〉①NPO法人 地球と未来の環境基金 

        TEL：03-5298-6644  

       ②NPO法人市民社会創造ファンド  

        TEL：03-5623-5055  

平成25年度社会福祉助成・自動車購入費助成      
 

〈対象〉 

   東日本地区に所在する特定非営利活動法人、 

   社会福祉法人で、主として障害者の福祉活動 

   を行う団体（高齢者の在宅福祉活動団体除く） 

〈助成金額〉 

   自動車購入費  

   1件100万円まで（総額1,000万円） 

〈応募締切〉 
   平成２５年７月３１日（水）   

〈お問合せ先〉 

   公益財団法人損保ジャパン記念財団   

            電話 ０３－３３４９－９５７０ 

第４８回NHK障害福祉賞      
 

〈対象〉第１部門：障害のあるご本人（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、ご本人の体験の記録） 

 第２部門：障害のある人とともに歩んでいる人 

 （教師、福祉施設職員、ボランティア、職場の関係 

 者、友人、家族など、障害のある方と日々接してい 

 る方の作品。成長の記録、交流の体験記など）  

〈賞〉最優秀：賞金50万円    

     優秀・矢野賞:賞金20万円 佳作：賞金20万円 

〈応募締切〉平成２５年７月３１日（水）    

〈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～18時） 

第１０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 

   企業とで協働事業を実施している組織 

   （自薦または他薦）  

〈賞〉グランプリ：記念盾、副賞３０万円 

   準グランプリ：記念盾、副賞１０万円 

   優秀賞：副賞５万円 

〈応募締切〉平成２５年７月３１日（水） 

〈お問合せ先〉 

   特定非営利活動法人 ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ・ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 

   （PSC）「第10回日本ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ大賞」 

   募集係 電話０５２－７６２－０４０１  

第１０回  日本都市計画家協会賞  
 

〈対象〉都市や地域の現場に根ざした住民主体あるい  

    は多様な主体の協働によるまちづくりの実践 

    活動 

〈賞〉 ①日本まちづくり大賞（１団体） 

    ②優秀まちづくり賞（３団体） 

    ③復興まちづくり部門賞（２団体） 

    ④全国まちづくり会議特別賞（１団体） 

    ⑤支部賞（５地域・各１団体） 

    賞金総額５０万円予定 

〈応募締切〉平成２５年８月１７日（土） 

〈お問合せ先〉(NPO)日本都市計画家協会 

       電話 ０３－５４０１－３３５９ 

  

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６日・8月3日・9月7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 

～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 

         （７月1１日・８月８日・９月１２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 

        （７月1４日・８月1１日・９月８日） 

〈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 

劇団前進座公演「あなまどい」     
 

 仇討 ― 武士が故に課された理不尽な掟のた 

 め妻を置いて旅に出ることに……結果34年 

 もの時間を離れ離れに過ごしてしまうことに 

 なった夫婦。そこから二人の人生が始まる。 

 人が人として愛し生きることを静かに語りか 

 けてきます。   
 

〈日時〉７月２０日（土）１８：３０～ 

      ２１日（日）１３：３０～  

〈場所〉福島市公会堂 

〈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  

    ～福島市市民活動活性化支援事業補助事業～ 
   大坂 忠 写真展 2013  IN  FUKUSHIMA    

  「自主夜間中学  札幌遠友塾」 
 

 自主夜間中学 札幌遠友塾の様子を是非ご覧くだ 

 さい。写真家 大坂 忠 氏によるトークショーも 

 同時開催！ 
 

〈日時〉７月２９日(月)～８月１日(木)  

    ９：００～１７：００ 
    （７月２９日は10:00～ ８月１日は15:00まで） 
〈場所〉コラッセふくしま １階アトリウム 

〈入場〉無料 
 

 ☆ 写真家 大坂 忠 トークショー 

  「北の自主夜間中学・札幌遠友塾と撮影秘話」 

   日時：７月３０日(火) 14:00～15:30 

       場所：コラッセふくしま５階 研修室B 

   入場：無料 
 

〈お問合せ先〉福島に公立夜間中学をつくる会   

           ＴＥＬ 090－2025－5287 大谷 


