
ふくサポの中を探検！便利な物がいっぱい

あるよ♪♪今回は印刷コーナーです。 

編集後記 
 朝夕の寒暖の差が激しい今日こ

の頃。なんとか体調を崩さないよう

に毎日気をつけて生活中です。 

 今回は、ちょっと内容を変えてみ

ました。 

 ふくサポをもっと知っていただきた

い！もっと活用していただきたい！

ということで、紹介ページを作って

みたり、助成金やイベント情報も皆

さんにたくさん知っていただきたい

ので、細かく区切ってみたり・・・

ちょっと頑張ってみましたが、いかが

ですか。ご意見があれば、出来る

限り取り組みます。 

 最後に・・・ここまで読んでいただ

いてありがとうございました。 

（佐藤） 

そのほかにも・・・ 
 当センターには、皆様の活動をよりよいも

のにしていただくために、印刷コーナーを

設けてあります。 

『コピー機』･･･資料をコピーしたいときなど

に便利です。 

『印刷機』･･･10枚以上印刷するなら、速度

の ある印刷機が便利です。 

『紙折り機』･･･大量に紙を折るときに便利。

また、折り方も選べます。 

『業務用ステープラ』･･･厚い資料等を綴じ

たい時に便利です。 

 

※印刷機とコピー機は有料とさせていただ 

 いております。 

 また印刷機ご利用の際は、用紙は持込を

お願いしておりますので、あらかじめ、ご了

承下さい。 

 

 

 

天のり製本 

背表紙無しで、用紙をまとめて糊付

けする、一番簡単な製本です。テー

プ等、背を隠すものを使わないので

糊付け部分が見えますが、一番時間

がかかりません。 

 

テープ製本 

背表紙部分に製本テープを使って、

糊付けする方法で、よく見る製本タイ

プです。（当センターでは、製本テー

プの在庫が無いため、持込をお願い

いたします。） 

 

くるみ製本 

用紙を一枚の表紙でくるんで製本する

方法です。糊付け部分が見えにくいの

で、きれいに仕上がります。（表紙は背

の厚さを考えて、大きめな紙を使用す

ることをおすすめします。） 

にゃんこ隊長 

イチ押しは・・・製本機！！ 
「見やすいように本の形にしたいけど、部数も少ない

から業者さんに頼むと高くつくし……」とお悩みの方

に最適です。 

製本方法も天のり製本、くるみ製本、テープ製本の

三種類が選べるので、ぜひ、団体の資料作りや冊

子作りにご活用下さい。 

また、当センター内に各製本方法のサンプルをご

用意しております。 

ふく 

サポ 

通信 
２０１０年２・３月号 

ふくサポの 

連絡先は 

こちらから→ 

◇JR福島駅から徒歩５分。当サポートセ

ンターには駐車場はありませんので、お車

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。 

ふくサポとは･･･ 
・市民活動やボランティアの情報
を提供をしています。 
・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運
営を行っています。 

■開館時間 

午前１０時～午後９時３０分 

■休館日    毎週火曜日 
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「市民との協働のまちづくり」 
ふくしまNPOネットワークセンター副理事長 

星野珙二（福島大学教授） 

 
 

 近年の「まちづくり」では、住民参加あるいは住民との協働というキー

ワードが重視されている。これまで「まちづくり」といえば、ともすれば行政

主導で展開されることが多かった。あるいは、行政と商店会や商工団体

という狭い関係者同士の計画立案であったり、もう少し進んで中心市街

地の活性化計画を策定するに当たっても、委員会の席で市民や住民の

代表が単発的に発言する程度にとどまっていた。この最後に述べたよう

な市民や住民が委員会で発言する場合でも、いわゆる市民・住民参加

という範囲内に納まっているように思われる。街は市民にとっての大切な

生活の場であり、市民も「まちづくり」の重要な当事者のひとつであること

は押さえておかなければならないことである。 

 ところで、福島市協働のまちづくり推進指針のなかでは、「協働」につい

て次のように定義している。「いろいろな立場の市民と行政とが対等な

パートナーとして、お互いを尊重し合い、適切な役割分担のもとに、成果

と責任を共有し合いながら、協力して行動していくこと」というものである。

この定義からすると、先に述べた委員会への参加のレベルよりも、ここで

いう「協働」はもっと踏み込んだ関係を指していることになる。 

 さて、NPO・市民活動団体は、オールラウンドの日常的な問題を扱う地

縁組織とは対照的に、特定の専門テーマの下で活動する組織である。

もしNPO・市民活動団体と行政との協働が期待されるほど上手くいかな

いとすれば、行政と対等に渡り合うだけの専門的力量が十分な水準にな

いためなのか、あるいは、行政側が従来の行政の枠組みを変えられず

市民と協働を進めるための柔軟な仕組みを用意し切れていないためな

のか、何れかと考えざるを得ない。たしかに近年、行政の事業へのボラ

ンティア参加、あるいは意思形成への市民・住民参加という一つの協働

の形が増え効果も現われてきているが、しかし、指針で定義したような一

歩踏み込んだ「市民との協働のまちづくり」を推進するには課題は山積し

ているといわざるを得ない。その意味では、福島市が取り組んできている

『協働の楽校』は、一歩踏み込んだ協働関係を築くための試行を積み重

ねてきており、貴重な取り組みのひとつといえよう。 
                                   

もくじ 

○コラム「市民との協働のまちづくり」 

○助成金情報 

○イベント情報 

○福島市の活動団体を訪ねる 

   第9回「水原の自然を守る会」さん 

   第10回「ユニバーサルデザイン結」さん 

○平成21年度主催講座実施報告 

○平成21年度市民協働のまちづくり楽校のレポート 

○ふくサポ探検隊 

コラム 



Vol.29 ふくサポ通信 ‐５‐ 

助成金 

活動支援 

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 

第４１回 三菱財団 

社会福祉事業並びに研究助成 

 

〈対象〉開拓的ないし実験的な社会

福祉を目的とする民間の事業または

科学的調査研究（個人・法人いずれ

も申込み可。営利目的の企業とそも

関係者は申込み不可） 

〈助成金額〉総額９千万円を予定 

〈応募締切〉平成２２年３月１９日 

〈お問合せ先〉 

財団法人 三菱財団事務局 

電話 03‐3214‐5754 

平成２２年度 

「街なか再生NPO等助成金」 

 

〈対象〉まちの活性化や資源活用・

伝統文化の活用など、まちづくりに寄

与する活動・事業（全国を対象とす

るものは不可） 

〈助成金額〉１件あたり100万円 

〈応募締切〉平成２２年３月３１日 

〈お問合せ先〉 

㈶区画整理促進機構 街なか再生

全国支援センター 

電話 03-3230-8477 

  

２０１０年度ドコモ 

市民活動団体への助成 

 

〈対象〉「子どもを守る」という視点か

ら定められた、居場所作りや犯罪か

ら子どもを守る支援活動、不登校や

引きこもりなどの支援など(対象団体

に制限有り) 

〈助成金額〉総額2500万円予定 

〈応募締切〉平成２２年３月３１日 

〈お問合せ先〉NPO法人 モバイル・

コミュニケーション・ファンド事務局 

電話 03-5545-7711 

NPO法人 イー･エルダー 

リユースPC寄贈プログラム 
 

〈対象〉非営利活動をしている任意

団体を含む非営利組織などが対

象。（使用目的や条件があるので要

確認） 

〈寄贈内容〉ノートブック型PC・デスク

トップ型PC※手数料がかかります

（搭載OSはWindowsXP） 

〈お問合せ先〉 

NPO法人 イー・エルダー 

電話 03-5728-3571 

 

Tech Soup Japan 

（テックスープジャパン） 
 

〈対象〉特定非営利活動法人、公益

法人、社会福祉法人など。 

（ソフトウエア提供企業によって対象

は異なります。要確認。） 

〈寄贈内容〉アドビシステムズ、シマ

ンテック、マイクロソフトのソフトウエ

ア 

〈お問合せ先〉特定非営利活動法人 

日本NPOセンター 

電話 03-3510-0855 

各種 

イベント・ 

お知らせ 

情報 
 

福島演劇鑑賞会第359例会 

「静かな落日」広津家三代 
 

〈場所〉テルサFTホール 

〈開催日時〉３月２６日(金)１８：４５～ 

          ２７日(土)１４：００～  

          ２８日(日)１３：３０～ 

          ２９日(月)１３：３０～ 

                １８：３０～ 

〈会費〉月会費(一般）2200円等 

    ※入会金が別途かかります 

〈お問合せ先〉福島演劇鑑賞会 

電話 024-523-3836 

          

2010障がい者福祉のための 

さとう宗之コンサート 
 

〈場所〉福島県文化センター 

〈開催日時〉３月２７日（土） 

１３：３０～１６：００（会場１２：３０） 

〈料金〉一般（前売）２０００円 

        （当日）２５００円 

障害者・介助者・小中学生 

(前売)１０００円（当日)１５００円 

幼児無料 

〈お問合せ先〉ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟろんど 

電話 024‐526‐0556 

 

第８回 

日本都市計画家協会賞 
 

〈対象〉優れた理念を持ち、まちづく

りや地域づくりに成果をあげた団体

の取り組みを表彰する。 

民間団体、自治体、民間事業者、

個人等の制限は特になし。 

〈賞金〉総額５０万円 

〈応募締切〉平成２２年３月３１日 

〈お問合せ先〉NPO法人 日本都市

計画家協会 

電話 03‐5401‐3359 

TaKaRaハーモニストファンド助

成事業 
 

〈対象〉営利を目的としない自然環

境に関する実践的な研究・活動で、

過去にこの助成を受けていないこ

と。個人や任意団体が対象。 

〈助成金額〉合計５００万円 

〈応募締切〉平成２２年３月末必着 

〈お問合せ先〉みずほ信託銀行㈱京

都支店営業第２課 TaKaRaハーモ

ニストファンド事務局(担当：明上、岡

田) 電話 075‐211‐6231 

 

平成２２年度「水辺を活かす」活

動助成 
 

〈対象〉水辺をフィールドとした学習

体験や、河川・海辺をテーマにした

まちづくりで、市民団体等、非営利団

体による公益的な活動。（河川清掃

のみを目的とした活動は対象外) 

〈助成金額〉上限１０万円 

〈応募締切〉平成２２年４月１９日 

〈お問合せ先〉㈶リバーフロント整備

センター 企画グループ 

電話 03‐6228‐3860 

福島西子ども劇場第１００回 

人形劇「かばのﾃｨﾘｰﾈｯｸ」 
 

〈場所〉吾妻学習センター 

〈開催日時〉４月１１日(日) 

        １４：００～１４：５０ 

〈会費〉入会金２００円 

    月会費１０００円 

        ※３歳以下は無料 

〈お問合せ先〉 

福島西子ども劇場事務所 

電話 024‐558‐0066 

おもてなしのＵＤ実践ｾﾐﾅｰ 
『これが、おもてなしのUD！』 
 

〈内容〉バリアフリーツアーの意義

や、温泉地のやさしさに関する講義、

おもてなし術で何をすればいいのか

のワークショップ。 

〈場所〉福島市保健福祉センター 

〈開催日時〉３月２日(火)１３：００～ 

〈参加費〉無料 

〈お問合せ先〉 

ユニバーサルデザイン・結 

電話 024‐528‐9981 

第３回 飯野つるし雛まつり 
 

ハギレや古い着物で作った、色とり

どりの小さなかわいい人形が、あちこ

ちの店舗で吊り下げられます。 

〈場所〉飯野商店街通りにて 

〈開催日〉２月１４日(日)～３月７日(日) 

〈主催〉飯野つるし雛まつり 

              実行委員会 

〈お問合せ先〉 

飯野町商工会 電話 024‐562‐2115 

福島市飯野学習ｾﾝﾀｰ 

         電話 024‐562‐3335 

福島県の子育て支援 

第30回緊急ｻﾎﾟｰﾄｽﾀｯﾌ会員

養成研修会 
 

〈場所〉福島市国体記念館 

             １階研修室 

〈開催日時〉3月8日(月) 

            ～3月12日(金) 

            ９：００～１７：００ 

〈費用〉資料代200円 

〈お問合せ先〉こども緊急ｻﾎﾟｰﾄﾈｯﾄ

ﾜｰｸふくしま 

電話 024‐592‐2270 

市民 

ボラン

ティア 

募集 

スポーツボランティア募集！ 
 

〈イベント名〉GW みんなの遊び場(Ⅱ) ふくしまスカイパークの人気イベントです。 

                                 アクロバット飛行は必見です。 

〈活動日時〉５月４日(火)・５日(水)  ８：００～１５：００ 

〈活動場所〉ふくしまスカイパーク   

          福島市大笹生字苧畑１６９ 電話/FAX：０２４-５５８-６８８０ 

<募集内容>チラシ配布、人の誘導、車両整理等で各日１０名募集します。 

<活動条件>昼食支給、交通費支給 等（※登録料が別途かかります。詳しく

はお問合せ下さい。） 

<申込み締切>４月２日(金) 

〈お問い合わせ先〉NPO法人 うつくしまスポーツルーターズ事務局 

               (担当：佐藤・齋藤)   電話/FAX：０２４-５４６-９８７５ 

イベント情報・ボランティア情報 

を募集しています！！！ 
 皆さんの団体でイベントの告知をしたい、ボランティアを集めたい、 

といった情報を募集します。ふくサポ通信・HPともに情報を載せ 

ることも可能です（時期による）。ふくサポ通信は、偶数月末発行・ 

HPは月２回更新の予定です。 

 まずは、ふくサポにお気軽にお尋ね下さい！ 

お待ちしてます！ 
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介護事業の成熟目指す挑戦者 
 

その１ 『先輩と語る介護の未来』 
〈開催日時〉３月１７日 １３：３０～１６：００ 

〈場所〉コラッセふくしま４０３号室 

その２ 『介護の現場体験』 
〈開催日時〉３月１８日・１９日・２３日 

              ９：３０～１６：００ 

〈場所〉１８日 （特養）信夫の里 

     １９日 まごころｹｱﾎｰﾑ高湯の里 

     ２３日 (特養)ロング・ライフ 

〈お問合せ先〉まごころｹｱﾎｰﾑ 

           高湯の里(担当：半田) 

電話 024‐591‐1950 

プラネタリウムワークショップ製

作作品上映会 

     「あの日の星空」 
 

子どもたちがﾜｰｸｼｮｯﾌﾟで作成した

ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑの上映会です。 

〈場所〉こむこむ プラネタリウム館 

〈開催日時〉３月２８日(日) 

            １３：３０～１４：１５ 

〈入場料〉無料 

〈主催〉NPO法人 シャローム 

〈お問合せ先〉まちなか夢工房 

電話 024‐524‐2230 



⑨回目水原の自然を守る会さん 

代表者：服部 善明 

会員数：３３０名ほど 

活動暦：平成１４年３月に設立し、そろそろ八年目に突入する。 

活動内容：福島市松川町水原地区に自生する｢クマガイソウ｣。色は薄紫色で、袋状の 

花が咲くのがとても印象的だ。多年草だが、水原地区では毎年５月中旬ごろ一斉に咲く。 

 以前は、福島市近辺でも何箇所か群生地が見られたと、代表の服部さんは語る。かつ 

ての山野草ブームで火がつき各地で盗掘が後を絶たず、福島県の『レッドデータブックふ 

くしま』では絶滅危惧種Ⅰ類、環境省ではⅡ類に分類され、『福島県野生動植物保護条例』の対 

象にもなっている。 

 かつて水原地区でも盗掘の被害にあっていたが、その｢クマガイソウ｣をたくさんの人の目で盗掘 

から守るため、この会が発足された。かつては、水原地区でも絶滅の危機に瀕していた「クマガイ 

ソウ」だが、平成１６年に盗掘されたのが最後で、それ以後は盗掘の被害に遭うこともなく、全国でも 

貴重な「クマガイソウがある風景」が守られている。 服部会長が、『全国でもおよそ２万株のクマガ 

イソウが自生しているのはここしかないと思う。』とおっしゃるくらい、貴重な光景が毎年｢クマガイソ 

ウの里祭り｣で見ることが出来る。 

 「クマガイソウの里祭り」は会が発足した翌年の平成１５年から毎年行われており、地元の水原小 

学校の生徒さんたちも案内人をつとめていて、水原地区をあげてのお祭りだ。会長さんの趣味が 

高じて取り入れたフォトコンテストも同時開催されるが、こちらも全国から毎年３００点以上の作品が応募される程、認知

度が高くなっている。また、この努力が認められ、今年度には環境大臣表彰で地域環境保全功労者に輝く。 

 最後に団体の将来像をお聞きすると、『今後もこの風景を守り、次の世代に継承していきたい』と服部会長は力強く

語った。 
                       (写真は上下共にクマガイソウで、過去行われたフォトコンテストの入賞作品） 

⑩回目特定非営利活動法人 ユニバーサルデザイン 結 さん 
代表者：冨樫 美保            

会員数：４０名ほど 

活動暦：平成１８年６月に設立し、現在活動は４年目 

活動内容：福島県の平成１６年度「うつくしま県民の翼」UDコースに参加したメンバーが中心となって結成された、ユニ

バーサルデザイン・結。ユニバーサルデザイン(以後UDと記載）とは、障がいを持った方だけではなく、人種、年齢、性

別、知識、言語の垣根を越えて、全ての人が使えるデザインを指します。こちらでは、福島市市政100周年記念まちづく

りの一環で、「指差し会話板」を作成したのを筆頭に、「指さし会話カード」や「まちなかぐるぐるゲーム」などを作成されて

きました。 

 「指差し会話板」は聴覚障がいを持った方だけではなく、お年寄りや言葉の不自由 

な方、外国人なども使える工夫がしてある。まさに目からうろこといったツール。こちら 

は福島市、伊達市、いわき市等で市役所の窓口などに備え付けられ、県内でも広が 

りをみせている。 

 「まちなかぐるぐるゲーム」は、子どもから大人まで楽しみながらUDを自然と考えるこ 

とができる、カードゲームとすごろくを併せたゲームだ。こちらは小中学校での出前授 

業に取り入れられている。 これらUDを取り入れたものは、北海道の番組にも取り上げ 

られ、知名度は福島県内だけにはとどまらず、他県からも「指差し会話カード」や「ま 

ちなかぐるぐるゲーム」等への問合せがあるという。 

 また、デザインをするだけではなく、小中学校での出前授業やセミナー等を開催し、 

UDを伝える教育や啓発にも力を入れている。今年はそれらの功績を認められ、平成 

２１年度バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進功労者表彰の内閣府特命担当大臣 

表彰で、奨励賞を受賞している。さらに冨樫さんは、「もっとたくさんの方に自分と置き 

換えて考えてもらって、UDに対して考えていただき、意識をさらに広めて行きたい。」 

と今後の目標を語った。また、「指差し会話板」は福島市役所の各窓口で触れていた 

だくことができる。 
（写真上は内閣府の大臣表彰奨励賞を受賞した際の表彰状、写真下は「指差し会話板」と「指差し会話カード」) 

 

 Vol.29 ふくサポ通信 ‐３‐ ‐２‐ Vol.29 ふくサポ通信  

 まだまだ寒さ真っ只中の２月、『水原の自然を守る会』さんと『ユニバーサルデザイン結』さんの２団

体の代表者様に活動内容や抱負などをお伺いしてきました。 

 

 

 

 福島市が主催する「市民協働のまちづくり楽校」が、『地域デビューを考えているあなたへ』というテー

マで全４回開催されました。 

 ○第１回目は福島市の現状と、協働のまちづくりや地域づくり等の講座を開催し、フィールドワークに 

  「ふくサポ」の見学。 

 ○第２回目はNPOについて講義を受け、「コラボ☆福島」事業団体による事例紹介。 

 ○第３回目は実際に受講者がやってみたいまちづくりを４つ(中心市街地活性化・ゴミステーションと地 

  域環境・高齢社会といきがい・農家の役にたつ)抽出して、グループに分かれての情報の整理や検討。 

 ○第４回目は前回行った４つのテーマを更に煮詰めていき、最後にみんなの前でテーマごとに発表。 

という内容で全４回が進められていきました。 

 参加者は大学生から中高年まで年齢や性別などは様々ですが、講義内容やそれぞれの思い・経験などを共

有し、参加した方々が協働による市民活動への第一歩を踏み出すことが出来たのではないかと思います。 

 講義も、皆さん真剣に耳を傾けていて、行政・商業・市民活動団体が今後それぞれがどう関わっていけれ

ばいいのか、どういう考え方をして市民活動を行っていけばいいのか、既存の市民活動団体との関わりな

ど、これから市民活動を始めようとしている方だけではなく、すでに市民活動をしている方にも勉強になる

講義内容でした。 

 これからますます活発になるであろう福島市の市民活動。新規の団体も既存の団体も共に手を携えて歩ん

で行くことができれば、さらに大きな輪になって福島がさらに活性化していくのではと思える内容でした。 

 

 写真左から 

   ・ 

講義の様子 

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの様子 

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの様子 

 

 

 

 

 

■第一回「ネパールに学校を建てたけ

れども」 講師：村野井 幸雄 氏（福島

県現代詩人会名誉会員） 平成21年

10月10日（土）13:30～15:30 参加者：

41名 

■第二回「一店逸品で街の活性化」 

講師：加藤 博 氏（青森商工会議所常

議員） 平成21年11月14日（土）13:30

～15:30 参加者：24名 

 

 
 

 

 

■第一回「市民のための『企画力・実

現力』講座」 講師：清水 修二 氏（福

島大学理事・副学長） 平成21年10月

3日（土）10:30-12:00 参加者：29名 

■第二回「支援獲得の上達法」 講

師：横田 篤 氏（特定非営利活動法人

福島夢集団代表） 平成21年11月28

日（土）10:30-12:00 参加者：14名 

■第三回「ＮＰＯの会計講座」 講師： 

加藤 英夫 氏（有限会社かとう会計事 

務所代表） 平成22年1月30日（土） 

10:30-16:00 参加者：23名 

■第四回「ＮＰＯの税務講座」 講師：

加藤 英夫 氏（有限会社かとう会計事

務所代表） 平成22年2月6日（土） 

10:30-16:00 

参加者：22名 

■第五回「パソコンで解決・会計処理

講座」 講師：早川 哲郎 氏（ＩＴコンサ

ルティング早川事務所代表）  平成22

年2月20日（土）10:00-16:00 参加者：

13名 

 

 

 

 

■第一回「いまの私にできること －ボ

ランティアとＮＰＯを知る－」 講師：齋

藤 美佐 氏（ふくしま情報ステーション

所長） 平成21年9月12日（土） 13:30

～15:00 参加者：19名 

■第二回「楽しくいきいきと健康に －

市民活動実践講座－」 講師：伊藤 

賢之 氏（ふるさとの川・荒川づくり協議

会会長） 平成21年9月19日（土） 

13:30～15:00 参加者：29名 

■第三回「蓬莱地区のまちづくり」 講

師:：小林 悦子 氏（蓬莱まちづくりコミュ

ニティ『ぜぇね』代表） 平成21年10月

24日（土） 13:30～15:00 参加者：22

名 

■第四回「協働のまちづくりを進める」 

講師：牧田 実 氏（福島大学教授） 平

成21年12月5日（土） 13:30～15:00 参

加者：36名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご参加いただいた皆様、ありがとうご

ざいました。 

寄せられた声を元に、来年度も皆様

に有用な講座を考えてまいります。 

興味を持たれるものがありましたら、

是非ご参加下さい。 

主催講座実施報告 
今年も市民活動サポートセンター主催の市民活動講座を「オープンセミナー（講演会）」

「ＮＰＯマネジメント講座」「市民活動ステップアップ講座」の３分類全１１回にわたり実施

し、多くの方にご参加いただきました。各講座についてご報告します。 

ＮＰＯマネジメント講座 市民活動ステップアップ講座 

平成２１年度『市民協働のまちづくり楽校』レポート 

写真左から 

  ・ 

講義の様子 

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの様子 

    その１ 

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの様子 

    その２ 

オープンセミナー 
（講演会） 


