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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。 
 

２０１４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 

書 コラム 
！！ 

 「雪場の馬鹿力」 
  

 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 

ふくしま市民活動フェスティバル2014は、歴史的な大雪に

見舞われました。みなさん、日頃から公益的活動に取組んでお

られ、普段の行いは大変いいはずなのですが、今回は直撃を受

けました。しかし、それにもめげず、フェスティバルは予定通

り果敢に実行いたしました。火事場の馬鹿力ならぬ雪場の馬鹿

力です。 

前日の搬入も本当にできるのかどうか心配でしたが、市内で

活動する団体さんが集まって、みなで和気あいあい、パネルの

設営までどうにか準備いたしました。翌日、朝から雨が降った

りし、シャーベット状のさらに足場が悪い状態になりまして、

歩行者にとっても車の運転者にとっても厳しい状況になりまし

たが、展示団体や物販団体が三々五々集まってきてはパネルが

埋まり出し、フェスティバルらしい雰囲気が醸し出されてきま

した。 

さすがに、ステージ・パフォーマンス系は観客を見込むこと

ができず、多くのプログラムが中止にせざるをえませんでした

が、パネルディスカッション「NPOと協働のまちづくり」、ふ

くしま飛行協会さんの川内村における活動報告、相馬報徳社／

相双歴史文化保存会さんのイベント、福銀さんおよびふくしま

NPOネットワークセンターからの助成金受理団体の活動報告な

ど、報告・ディスカッション系は概ね順調にプログラムをこな

すことができました。パネルディスカッションでは、福島市に

おける市民活動推進（促進）条例の制定などが話題に上りまし

た。 

ジョイント開催となった「福島市民憲章制定４０周年記念式

典」の方も、予定したプログラム通りに開催されました。ロ

バート キャンベルさんの講演があり、いにしえの日本文化のな

かに、あらためて震災復興の深い知恵が隠されていることを学

びました。 
 

        ○コラム 

        「雪場の馬鹿力」 

○ふくしま市民活動フェスティバル レポート 

○イベント現場からレポート 

  スローフード福島 他 

○助成金・イベント情報  

〇おすすめ図書の紹介  

○ふくサポ探検隊 

 ～ＮＰＯ悩むを考える「パートナー得るには？」～ 

          

編集後記 
 大雪に悩まされた２月でしたが、先日までソチオリンピックに熱くなり、眠れぬ夜を過ごされた方も

少なくないのではないでしょうか？４年に１度の五輪。だからこそ、この大会には、選手の思い入れや

見る者を感動させるドラマがあるのかもしれません。五輪には五輪マークがつきものですが、その意味

を聞かれると少しあいまいな方も少なくないのでは？そもそもこの五輪マークの色は、青、黄色、黒、緑、赤そして地色

の白を加えると世界の国旗のほとんどを描くことができるという理由で１９２０年にピエール・ド・クーベルタン氏が考

案したとか。他に「水の青・砂の黄色・土の黒・木の緑・火の赤」と５つの自然現象を表しているとも、スポーツの五大

鉄則「水分・体力・技術・情熱・栄養」を表しているとも言われています。様々な思いのこめられたスポーツの祭典に負

けず、「今、社会貢献が熱い！」とささやかれる今日。もちろん、ふくサポも熱く皆様をお待ちしております。 

                                     内山、桜井、菱沼、秋廣、今野 

 「頼りになるパートナーがほしい」よく耳にする言葉です。では、パート
ナーを探すコツはあるのでしょうか？ 

 
１．協働のコツのポイント 「目的・目標の共有」「相互理解」「対等の 
              関係」「プロセスの共有」「透明性の確 
              保」「評価の実施」 
 

２．行政と協働 公共サービスにおける役割分担を考えなおし、行政が抱 
        えすぎているものを引き受けていくととらえるとよいと 
        思います。 
 

３．企業と協働 企業と市民活動団体とは価値観のギャップがあります。 
        このギャップを埋め、企業のメリットを用意しましょう。 
   （メリット）★社会的な評価を高めることができる。 
         ★意識の高い顧客の声を聞ける。 
         ★社員の人格形成に効果的 

 

４．長い目での協働 ★時間も体力も費やして築いたその関係を、長い目で 
           活かせる協働を心がける。 
          ★「やりたいこと」から事業を発想するとアイデアは 
           でやすくなる。 
          ★事業が終了しても、後に残るネットワークを構築し    
           ましょう。 
          ★協働事業のスタート時点で、成果の活かし方を話し 
           あいましょう。 

ふくサポ探検隊～にゃんこ隊長   お悩み解決！③～ 

リーダーは誰だ？／長尾一洋著 

             ／あさ出版 
 現社長 吉田拓真が社長引退を考えた時、うかびあが

る１０人の社長候補。「次期社長は誰がよいだろう？」 

吉田の目線で１０のストーリー（事例）をもとにリー

ダーの条件を考える小説仕立てのＨｏｗ ｔｏ本です。 

中小企業診断士として数々の相談を受けてきた、作者が

その経験をもとに執筆したの

で、リアル感たっぷりです。社

長は誰になるのだろう？と推理

しながら、リーダーシップにつ

いて学べます。読んで、自身の

リーダーシップにつなげるもよ

し、次期リーダーを選ぶもよ

し。人材育成に最適のこの一冊

です。 

紹介 

ＮＰＯの悩みを 

考える 

「パートナーを 

  得るには？」 

 

４月１日より、福島市市民活動サ

ポートセンターは、指定管理者制

度が導入されＮＰＯ法人ふくしま

ＮＰＯネットワークセンターが指

定管理者となります。より一層の

サービスを心掛けてまいりますの

で、今後ともよろしくお願いしま

す。 
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イベント現場からレポートイベント現場からレポート  

 ２月８日（土）、雪が降り積もる中、庭塚

集会場において、ＮＰＯ法人まごころサービ

ス福島センター主催で「母親にフェイスマッ

サージ。子どもには茶道体験」が行われた。 

お母さんがフェイスマッサージでリラックス

している時間に、子ども達は日頃、触れ合う

ことが少ない茶道を体験してもらおうという

試みだ。 

 子ども達は、慣れない正座に苦労する子も

いたが、めずらしい体験に目を輝かせてお茶

の時間を楽しんだ。 

 宗偏流茶道体験は、主に２種類のおじぎ、

点前（茶碗に抹茶を入れ、湯を注ぎ、茶筅で

かきまわす）の内容となっており、子どもに

は難しいかと思われた茶道も小さな子も楽し

める工夫がされていて、自分で入れて飲むお

茶に興味深々な子ども達の中には３杯おかわ

りをする子どもいた。 

 また、いつも忙しいお母さんたちも、つか

の間のリラックス空間を思う存分楽しむこと

ができた。 

  

 １月２５日（土）スローフード福島は、福島ガスショールーム「プロメ」１階クッキ

ングサロンにおいて、「芋からつくる こんにゃくづくり教室」を開催した。１５名の

定員一杯の参加者は福島市荒井産のこんにゃく芋を手に元金蒟館料理長の斎藤朗氏の指

導を受け熱心にこんにゃくづくりを体験した。 

 この日使用したこんにゃく芋はりんご大の大き

さだが、この大きさに成長するのに３年の年月を

必要とすることや、かつて、多くがこんにゃく芋

を作っていたという荒井地区も現在５，６軒の農

家のみとなっている現状などの話もあった。 

 参加者はできあがったこんにゃくを味噌田楽や

こんにゃくステーキなどに調理し、「おいしい」

「やわらかい」「味がしみている」と、それぞれ

に試食していた。 

 帰りには、その日つくったこんにゃくがお土産

として配られ、大満足の体験教室となった。 

 

芋からつくるこんにゃく教室 

お母さんにフェイスマッサージ 

子どもさんには茶道教室 

（上写真）フェイスマッサージをしてもらうお母さん 

      たち 

（上写真）茶道を学ぶ子ども達 

 

 

２月１６日（日）、ＭＡＸふくしま Ａ・Ｏ・Ｚ

（アオウゼ）において、ふくしま市民活動フェスティ

バル２０１４が開催された。前日から全国的な大雪に

もみまわれ、公共の交通機関が停止するというアクシ

デントもあり、会場に到着することができず、当初、

３５団体を超える団体が参加する予定であったが、残

念ながら約３分の２の団体が参加を断念せざるをえな

かった。ステージやブース出展が急遽中止となったも

のもあったが、大雪にもかかわらず、約２００名の来

場者があった。 

少し寂しいフェスティバルではあったが、ふくしま

飛行協会やふくしまＮＰＯネットワークセンターによ

る発表や、ふくしま成年後見センターなどの講座、福

島に夜間中学をつくる会による映画の上映、ひいらぎ

の会によるカレーレストラン、その他様々なブースの

出店もあり、参加者は思い思いにフェスティバルを楽

しんだ。 

今回の市民活動フェスティバルは行政や企業、ＮＰ

Ｏ・市民活動団体との連携で企画運営されたため、多

くの市民活動団体はもちろん、株式会社ユニクロなど

の企業のブース出展もあり、会場に彩りを添えた。今

後、このイベントが様々な連携の形のきっかけになる

ことを期待したい。 
  

  

                                               

                             
 

   

（上写真）こんにゃくづくりをする参加者 



Vol.５３ ふくサポ通信 ‐５‐ ‐４‐ Vol.５３ ふくサポ通信  

※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・菱沼美香・秋廣一雄） 

助成金 

活動支援 

   情報 

 劇団俳優座公演「樫の木坂 四姉妹」     
 

   ～新劇を代表する三女優 魂の競演～ 
 

  2000年夏、長崎。被爆者の三姉妹を撮り続  

  けてきたカメラマン洲崎は、部屋のピアノが 

  原爆で亡くなった三女のため購入されたとい 

  う話を聞く。 
  

〈日時〉３月２８日（金） １８：３０～ 

      ２９日（土） 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  

～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13日・4月10日・5月8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 

  

ストーマ保有者の相談会 
（人工肛門・人工膀胱を造設された方） 

 

〈日時〉毎月第２土曜日・13時～15時 
    ※随時お越しください。 

    （3月8日・4月12日・5月10日） 

〈場所〉福島市市民会館  TEL 024-535-0111  

〈参加費〉無料 
   

  心配事・悩み事…お気軽にご相談下さい。 

  秘密は厳守いたします。ご家族もぜひおいで  

  ください。予約不要。同憂者も話し相手とし  

  て参加しています。看護師さんも相談相手と  

  して参加します。 
 

〈お問合せ先〉公益社団法人 

     日本オストミー協会福島県支部  菅野 

  ＴＥＬ/ＦＡＸ ０２４－５５７－２８０２ 

「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9日・5月11日） 
     ※4月13日は地区総会のため相談会はお休みとさせ 

       ていただきます。 
〈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 

 ぱぱカフェ＠ふくしま 

  「イクメンパパセミナー 

         ＆ファミリーｄａｙ」 
 

〈日時〉３月1６日（日）      

            10:00～1４:00（託児あり） 

〈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３階） 

  <参加費> 無料 
 

 ご家族が避難生活を送っているパパ・ご家族が避 

 難生活から戻ってきたパパが本音で話せる場所で 

 す。現在、育休中のパパ（中学校教員）からパパ 

 のための子育てセミナーを楽しく学びます。セミ 

 ナー終了後は、ご家族みんなで交流しましょう！ 
 

〈お問合せ先〉 

 東日本大震災中央子ども支援センター福島窓口 

    TEL 024-573-0150  

  

「福島駅前自主夜間中学」生徒募集 
 

小学校・中学校の学習範囲を、だれでも学べる

勉強会を開催しています。あなたが希望する科

目を退職教員を中心としたボランティア講師が

丁寧にお教えします。事前にご連絡をいただき

ますと、勉強内容の打合せができます。 
 

〈日時〉 3月14日(金)/28日(金) 

             4月11日(金)/25日(金) 

             5月  9日(金)/23日(金) 

             １８：００～２０：００  
       ※ とび入り見学歓迎 

〈場所〉アオウゼ（MAXふくしま４階） 

〈参加費〉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) 

第２６回 地域福祉を支援する「わかば基金」 
〈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―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、より高齢者や障害のある人に役立ち、活動 

  の充実を図れるグループ ③東日本大震災復興支援部門…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るグループ、被 

  災地に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〉１グループにつき ①最高100万円  

      ②ノートパソコン3台まで ③最高100万円 

〈応募締切〉平成２６年３月３１日（月） 

〈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10:00～18:0０）       

 「東日本大震災復興支援 JT  

    NPO応援プロジェクト」第４回助成 
 

〈対象〉岩手県・宮城県・福島県のいずれかの県にお 

    いて、民間非営利組織が地域の人々と共に取 

    り組む、コミュニティの復興・再生・活性化 

    に向けた事業 

〈助成金額〉1件あたり300万円以上、500万円以内 

〈応募締切〉平成２６年４月１５日（火） 

〈お問合せ先〉 

 認定特定非営利活動法人 日本NPOセンター 

 『東日本大震災復興支援 JT  

      NPO応援プロジェクト』事務局 

   電話 03-3510-0855（月曜～金曜9:30～18:30）   

全労済 地域貢献助成事業     
 

 

〈対象〉①地域の生態系を守る活動 ②低炭素・循 

 環型の地域社会をつくる活動 ③地域の自然や環  

 境の大切さを学ぶ活動 ④子どもや親子の孤立を 

 防ぎ、地域とのつながりを生み出す活動 ⑤困難 

 を抱える子ども・親が、たすけあい、生きる力を 

 育む活動 

〈助成金額〉１団体あたり上限30万円   

〈応募締切〉平成２６年４月９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：平信・斎藤   

      電話 03-3299-0161（平日１０時～１７時） 

※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・菱沼美香・今野明美） 
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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２６年３月３１日（月） 

〈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・古儀 

                    電話 ０７５－２１１－６２３１ 

2014年度(第12回) ドコモ市民活動団体への助成    
 

〈対象〉①子ども分野…「子どもを守る」をテーマに将来の担  

     い手である子どもの育成に取り組んでいる団体  

    ②環境分野…「環境を守る」をテーマに地球環境保護 

     に取り組んでいる団体 

〈助成金額〉①総額2500万円 ②総額1000万円 

    ①、②共通 1団体あたり標準50万円、上限100万円 

〈応募締切〉平成２6年4月２1日（月） 

〈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） 

「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自然環境の保護活動、動物の 

 権利擁護活動、人権擁護・人道支援活動  

 ③福島第一原発事故により遊び場を失った子ども 

 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、②偶数月の月末 ③毎月月末   

〈お問合せ先> 

  株式会社ラッシュジャパン  チャリティバンク事務局   

   電話 03-6859-0767（月曜～金曜 11時～17時） 


