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チェンバおおまち ３階 
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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、ふくサポはＮＰＯ法人ふく 
しまＮＰＯネットワークセンターが
福島市の指定管理者として、管
理運営を行っています。 
 

２０１４年 ８ ・ ９ 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 

福島初！！ 
「助成財団シンポジウム ｉｎ 福島」 

       開催のお知らせ 
  

「助成財団シンポジウム ｉｎ 福島」を開催します！！全国の規模の

助成材財団の皆さんが福島で集う、福島で初めて開催するシンポジウム

です。是非、助成財団とのネットワークづくりにご活用ください。 

日時：9月6日（土）13：00～18：00 ※前号で13:30から開催との表示 

                        がありましたが、13:00からの開 

                        催と訂正させていただきます。 

場所：福島市市民活動サポートセンター 

定員：８０名 

参加費：１，０００円（資料代、交流会飲食代含む） 

問合せ・申込み：福島市市民活動サポートセンター 

       TEL 024-526-4533／FAX 024－526－4560 

編集後記 
 夜、耳をかたむけてみれば、虫の鳴き声に心癒される今日この頃です。秋に鳴く虫にはコオロギやスズムシ、マツムシ 

などがいます。鳴く虫は古くから日本人に親しまれてきました。今から1200年以上前に作られた「万葉集」にもコオロギを

詠んだ歌が残されているほどです。その中には、「コオロギの鳴き声はいくらきいても聞き飽きない」という内容の歌もあっ

たとか。まさに、昔も今も、人は虫の声に癒されているかもしれません。また、江戸時代にはスズムシなどの泣く虫を売り

歩く人もいたといいます。暑い夏から秋に向かうこの季節、忙しい日々に、ちょっと手を休めて、秋の風流にひたってみて

はいかがでしょう。きっと、明日からの活力がわいてくるにちがいありません。ふくサポでは虫の声は聞けませんが読書の

秋に向けて、本をご用意しています。どうぞ、足をおはこびください。お待ちしています。 

                                                         （内山、桜井、菱沼、秋廣） 

○福島初！！「助成財団シンポジウム ｉｎ 福島」開催のお知らせ 

○ふくサポ探検隊 

  ～ニャンコ隊長一足早めに講座を探る～ 

   ★平成２６年度講座はじまる 

   ★お役立ちのあれこれ・・・ 

○イベント・助成金情報 

○イベント現場からレポート 

    スローフードふくしま 他  

イベント現場からレポートイベント現場からレポート  

福島で寄付ギフトが始まる！！   

 

 ６月１９日（木）ＮＰＯ法人ふくしまＮＰＯネットワークセンター主催で「寄付ギフト合同説明

会」が福島市市民活動サポートセンターで行われた。 

「寄付ギフト」とは冠婚葬祭などの際、お返しをするお品代の一部を県内の市民活動団体、またはＮ

ＰＯ法人などに寄付をしたい方々の気持ちを仲介するもので、「お礼」にかわる新しい「お返し」の

カタチだ。お礼の品を「寄付ギフト」にかえてご縁と感謝の気持ちを社会に活かす目的で同センター

が事務局となり、地域の企業の協力のもとにスタートすることとなっ

た。 

 第1期カタログ掲載団体はＮＰＯ法人ビーンズふくしま、ＮＰＯ法

人いいざかサポーターズクラブ、ＮＰＯ法人まごころサービス福島セ

ンター、チャイルドラインふくしま、ＮＰＯ法人ふくしまＮＰＯネッ

トワークセンター（福島市）、ＮＰＯ法人キャリア・デザイナーズ

（郡山市）の6団体だ。なお、カタログ掲載団体は2016年度より、

1年ごとに募集し、選定を行って行く予定である。 

現在、事務局では、多くの協力企業を募集し、様々な寄付ギフトの展

開を模索している。 

  

 

 ７月２６日（土）スローフード福島 会長須

藤陽子氏宅においてマクロビオティックの食事

指導や多数の著書で知られている料理研究家 

中島デコ氏の講演会が行われた。この講演会は

スローフード福島の年次総会の記念講演となっ

ており、多くの会員及び中島氏の講演に興味を

持つ聴講者で会場は満席となった。 

 中島氏は「食」と「自然」をテーマに人が人

として、いかに生きるべきか、どのような食物

をとることで、人が健康を保つことができるか

など、自身の経験談

や映像を使って、わ

かりやすく語った。

また、未来への展望

を話し、会場は真剣

なまなざしで聞き

入っていた。 

2014年度インターン活動スタート 

      
スローフード福島主催講演会 

第1部 基調講演 「助成金の基礎を知る」 

シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 代表理事 松原 明氏 

  

第2部 事例報告  

助成金や助成財団を上手に活用して成果をあげた団体からの事例報告 

①ＮＰＯ法人 市民公益活動パートナーズ（助成元 日本郵便（株））  

②ＮＰＯ法人3.11被災者を支援するいわき連絡協議会 

                   （助成元 (公財)トヨタ財団） 

③雅の会・ふくしま    （助成元 (公財)東邦銀行教育・文化財団） 

第3部 参加者全員による意見交換会 

テーマ「団体が育ち地域も活きる助成金の上手な活用」 

参加予定財団：トヨタ財団、損保ジャパン記念、日立環境、日本郵便、 

      三菱財団、日本財団、電通育英会、読売光と愛の事業団、 

      シーズ・市民活動を支える制度をつくる会、 

      助成財団センター、福島市市民活動サポートセンター、 

      福島県内各サポートセンター受講者 等 

第4部 情報提供    

①「わがまち基金」プロジェクト 

②福島市市民活動活性化支援事業 
  
第5部 名刺交換交流会 

財団ごとのブースで名刺交換･交流・質疑等 

                   （軽食・ノンアルコール飲料） 

  

  

 

 ６月２８日（土）、仙台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・チャレンジプログラム インターン奨励プロ

グラム 2014 インターン入校式」が行われ

た。これは、被災地の若者の人材育成を目的にＮ

ＰＯで若者が9か月間のインターン活動を行うも

ので、今年度は福島県、宮城県、岩手県の3県合

同の入校式となった。福島県では2年目のプログ

ラムとなり、7名のインターンをいいざかサポー

ターズクラブ、シャ 

ローム、ビーンズ 

ふくしま、ふくしま 

ＮＰＯネットワーク 

センター（福島市） 

コーヒータイム 

（二本松市）の5団 

体が１～2名づつ受 

入れ、7月から活動 

をスタートさせた。 
（写真）講演する中島デコ氏 （写真）2014年度 入校式 

（写真）寄付ギフトカタログ 
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★講座開催（有料） 

  ・「助成財団シンポジウム ｉｎ 福島」・・・９月６日（土）13：00～18：00 

    「助成金を申請してもなかなか選定されない。」そんな悩みはありませんか？ 

    このシンポジウムは助成財団から直接、趣旨やポイントを聞くチャンスです。 

 

  ・「広報講座」・・・・１２月開催予定 

    広報のプロから直接、初めてでもできる広報のコツを学びましょう。 
 

★講座開催（ふくしま地域活動サポートセンターに協力） 

  ・パソコンを使った会計講座・・・・１１月開催予定 

  ・認定ＮＰＯに関する講座・・・・１２月開催予定 

 

★まちづくりトークカフェ（仮名）・・・・只今、企画進行中 

   地域でまちづくりのために頑張っている企業、団体、個人にスポットをあて、テーマ 

  ごとにまちづくりについて、お茶を飲みながらフリートークで作戦会議！！自分たちの 

  「まち」は自分たちの力でよりよく発展させていきましょう。会議に参加して意見をの 

  べるもよし、新しい情報を取得するもよし、同じ目的の仲間を探すもよし。様々な目的 

  で参加できます。知らなかった、あなたのまちが見えてくるかもしれません。 

 

★交流広場で展示会 

   交流広場ではギャラリースペースとして皆さんの活動の様子や 

  企画展示を行うことができます。展示は、パネル１枚からでもス 

  ペースをお貸ししています。詳しくはスタッフまで、お気軽に声 

  をおかけください。 

２６ 年 度 講座 スタート！ 

参加費：無料 
場所：福島市市民活動サポート 
           センター 
   オープンセミナーのみ 
    ＭＡＸ4階 Ａ・Ｏ・Ｚ 

日付  内容 定員 講師 

 ９月２７日（土） 

１３：３０～１５：３０ 

「 ＮＰＯ基本講座～お悩み解決！ＮＰＯ虎の巻・初級編～」 

ＮＰＯの設立申請の仕方や福島県内のＮＰＯの背景や

現状、運営する上での注意点などを講義形式で学びま

す。 

３０名 福島県企画調整部

文化スポーツ局 

文化振興課 

１０月 ４日（土） 

１３：３０～１５：３０ 

「助成金申請のススメ～申請のコツを学ぼう！！～」 

助成金の申請の仕方やそのコツ、助成金情報の探し

方、さらに資金に関する考え方まで、助成金に関する

基本を実践を交えながら学びます。  

３０名 

  

星野 珙二 氏

（福島大学名誉教

授） 

市民活動ステップアップ講座 

ＮＰＯマネジメント講座 
日付  内容 講師 定員 

１０月予定 

１３：００～１６：００ 

「税務・会計初級講座～税務・会計いろは塾～」 

ＮＰＯを運営する上で、税務・会計は大切です。ま

た、悩みも多いでしょう。そんな悩み解決のために、

初めてでもわかる初級編の税務・会計を講義します。 

成田 守 氏 

（有限会社コスモ

会計 税理士） 

３０名 

１１月 ８日（土） 

１３：３０～１５：３０ 

「市民をお客様にしない企画～人がつながる広報のヒ

ントを学ぼう！！～」 

ドラマ「北の国から」や多くのＣМなどの広報に携

わった講師をむかえ、人がつながる広報のヒントを

テーマに多くの人が共感し、参加しやすい企画・広報

のコツをワークショップを交えて講義します。  

吉田 千津子 氏 

（市民活動情報セ

ンター「ハンズオ

ン！埼玉」副代表

理事） 

３０名 

１２月予定 

１３：３０～１５：３０ 

「さまざまな手法を活用したファンドレイジング（資

金調達）～新規支援者獲得のヒント～」 

映画に関連付けた活動ＰＲなど様々なアイデアでファ

ンドレイジングにトライしてきた講師をむかえ、新規

支援者獲得のヒントをテーマに様々な手法を使った

ファンドレイジングを学びます。 

谷口 玲子  氏 

（元公益社団法人

アムネスティ・イ

ンターナショナル

日本スタッフ ） 

３０名 

  

日付  内容 講師 定員 

平成２７年 

  １月３０日（土） 

１３：３０～１５：３０ 

「共感と協力を引き出すためのパブリックスピーキン

グ入門」 

パブリックスピーキングは、リーダーに求められる

「人を動かすためのコミュニケーション術」です。 
「どんなに説明してもわかってくれない。」「どんな

に思いを込めても伝わらない」そんな経験はありませ

んか？それを解決するべくパブリックスピーキングを

学びます。「人はどうしたら共感し、行動してくれる

のか？」をテーマにワークショップも交えながら、一

部上場企業経営者、政治家などにアドバイスをしてき

た講師が講義します。きっと、明日から共感者を得る

ヒントになるはずです。 

蔭山 洋介 氏 

（スピーチ 

 ライター・ 

 株）コムニス 

 代表取締役） 

５０名 

  

オープンセミナー（講演会） 

お役立ちあれこれ・・・お役立ちあれこれ・・・  ふくサポ探検隊ふくサポ探検隊～ニャンコ隊長、一足早めに講座を紹介～～ニャンコ隊長、一足早めに講座を紹介～  

（写真）「今、伝える この感動を貴方に 

アメリカバーモンド州からの愛のメッセー

ジ展」（８月１５日～１８日開催） 

  ニャンコ隊長 

お知
らせ

 

 イ
ベン
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    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・菱沼美香） 

～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 

         （9月11日・10月9日・11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 (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 
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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・秋廣一雄） 

助成金 

活動支援 

   情報 

フクシマ ススム プロジェクト 福島子ども支援ＮＰＯ助成 
 

〈対象〉日本国内に在住する、主として0歳～18歳の子ども(妊産 

    婦・保護者支援を含む)のニーズに基づき、子どもの自立と 

    健全な成長に資する事業を継続的に実施している団体。法人 

    格の有無を問わず、福島県、及び福島県からの県外避難者が 

    居住している都道府県に活動拠点を有する団体。 

〈助成金額〉事業、組織の規模に応じ、ＡとＢふたつの上限あり 

      Ａ…事業費 250万円 改修・車両等購入費 500万円 

      Ｂ…事業費 500万円 改修・車両等購入費 500万円 

〈応募締切〉平成２６年９月１９日（金） 

〈お問合せ先〉公益財団法人 地域創造基金さなぶり  

       電話 022-748-7283（月曜～金曜 9:30～18:30）     

  現地NPO応援基金[特定助成]「東日本大震災 

  復興支援 JT NPO 応援プロジェクト」第6回 
 

〈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１０月１５日（水） 

〈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応援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ』事務局   

   担当：中川、西口  

   電話 03-3510-0855（月曜～金曜 9:30～18:30） 

平成26年度 生命保険協会 

 「元気シニア応援団体に対する助成活動」    
 

〈対象〉高齢者を対象にした健康管理・増進、 

    自立支援、生きがいづくり等の活動を 

    行っている民間非営利の団体、ボラン 

    ティアグループ、特定非営利法人等 
 

〈助成金額〉１団体あたり上限15万円 
 

〈応募締切〉平成２６年１０月１５日（水）  
 

〈お問合せ先〉生命保険協会 広報部内 

      「元気シニア応援活動」事務局 

       電話 03-3286-2643 

 平成26年度・損保ジャパン記念財団 

 ＮＰＯ基盤強化資金助成 

「認定ＮＰＯ法人取得資金」助成    
 

〈対象〉社会福祉分野で活動し、認定ＮＰＯ法人 

   の取得を計画している特定非営利活動法人 

       （所轄庁受付日が、2014年4月1日～ 

                    2016年3月31日のものが対象） 
 

〈助成金額〉１団体30万円   
 

〈応募締切〉平成２６年１０月３１日（金）    
 

〈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 

  劇団東京ヴォードヴィルショー公演 

「トノに降る雨」     
 

  ～佐藤B作が戦国時代の殿様に。 

             笑って泣いて！～ 
 

 時は戦乱の黒雲渦巻く16世紀。織田信長が家督

を継いだ翌年の1552年。世の中は乱れに乱れて

いた。小さな里、生田郷も例外ではなかった…。 
 

〈日時〉９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  

平成26年度「トラックの日」フェスタ 
 

 １０月９日は「トラックの日」です。国内貨

物の約９０％を運ぶトラックの交通安全、環境

問題対策、トラック運送事業に関する各種展示

等や福島市民への地域貢献、震災の復興活動を

実施しますので是非ご来場ください。 
 

〈日時〉１０月５日（日） 10:00～15:00 

〈場所〉街なか広場 

〈内容〉ハイブリットトラック・白バイ・パト 

            カー展示、献血活動、交通遺児基金募 

            金活動、バルーンパフォーマンス、浪   

            江やきそば、わたあめ等を予定 

〈お問合せ先〉 

           公益社団法人 福島県トラック協会 

        ＴＥＬ ０２４－５５８－７７５５ 

  

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。 
    （9月13日・10月11日・11月8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 

        （9月14日・10月12日・11月9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 

  

「成年後見相談会」 
 

○ 定期相談会 

〈日時〉偶数月第１土曜日 14:00～16:00 

    （１０月４日・１２月６日） 

〈場所〉福島市市民活動サポートセンター 
 

○ 常設相談会 

〈日時〉毎週火曜日、木曜日 16:00～18:00 

〈場所〉ふくしま成年後見センター事務所 

    （福島市役所正面南） 
 

〈相談料〉無料 

〈申込み方法〉電話またはFAXでご予約ください 

〈お問合せ先〉認定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 

    第５９回  秋のバザー 

 

  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〉新浜公園内（小雨決行・大雨中止） 

〈日時〉９月１３日（土） 10:30～15:00 

                  １４日（日） 10:00～13:30 

 ～ 主な商品～ 

     オリジナル手工芸品 本 衣類 

     日用品 など  ※ 格安で販売いたします 
 

   ＊ バザー期間中、会場内で準備を手伝っていた 

     だける方を募集しています。 

       詳しくは、下記にお問い合わせ願います。 
 

〈お問合せ先〉ＮＰＯ法人 生きる  

              ＴＥＬ 024－523－3853 

        ＦＡＸ 024－523－3857 
       （月曜日～金曜日 11:00～15:30） 

花王・みんなの森づくり活動助成    
 

〈対象〉国内で身近な緑を守り、育てる活動(森づ 

    くり活動)に取り組んでいる団体。身近な 

    緑を活用し、子どもたちに緑との触れ合 

    いの機会を創出する活動(環境教育活動) 

    に取り組んでいる団体。   
 

〈助成金額〉１年目50万円、２年目50万円、 

      ３年目25万円上限 

 

〈応募締切〉平成２６年１０月１９日（日）  
 

〈お問合せ先〉公益財団法人 都市緑化機構 

      「花王・みんなの森づくり活動助成」事務局 

                     電話 03-5216-7191 

  トヨタ財団「2014年度国内助成プログラム」    
 

〈対象〉地域で活動するNPO等の組織が地域の課題 

    解決につながる担い手を育成するプロジェク 

   ト。 

  (研修プログラム・なりわい塾)  

     未来の担い手が地域住民とともに、地域課題の 

    解決につながる新たな仕事(組織や事業)の立ち上 

    げに向けて実施するプロジェクト。 

〈助成金額〉１年間ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ：上限300万円/件 

      ２年間ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ：上限600万円/件 

〈応募締切〉平成２６年１０月３１日（金）  

〈お問合せ先〉 

  公益財団法人トヨタ財団 国内助成プログラム 

             電話 03-3344-1701 

 住友商事 東日本再生ユースチャレンジ・ 

プログラム －活動・研究助成－ 
 

〈対象〉東日本大震災の被災地の地域再生および被 

    災者の生活再建をめざした活動や研究  

 Aコース：ユースが任意のチーム/サークル/グルー  

 プで取り組むもの Bコース：ＮＰＯ/大学(院)等の 

 組織においてユースが主体的に取り組むもの 

〈助成金額〉Aコース：10万円以上50万円まで 

      Bコース：50万円以上300万円まで 

〈応募締切〉平成２６年１０月３０日（木） 

〈お問合せ先〉住友商事株式会社 環境・CSR部 

       担当：森、安田、上﨑 

            電話 03-5166-6754、3653、3374 


