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にゃんこ隊長が行く！ Bridge for Fukushima 
 

 

【各地での活動の様子】 

一般社団法人 

～被災支援を通じて福島と他県をつなぐ橋に～ 

≪お問い合わせ先≫ 

住所：〒960-8061 福島市五月町2-22 

TEL・FAX：024-503-9069 

「Bridge for Fukushima」は震災復興を目的に設立された団体です。代表理事の伴場さんは、海外の地

震や津波の緊急救援をしていた経験から、「地元福島の役に立ちたい」という想いで、震災直後1ヶ月程で

団体を立ち上げました。震災当初、伴場さんは福島の様子を目の当たりにし「復興には30年以上かかる」

と思ったそうです。 

まず、緊急救援活動として毎日20トントラックから飲料水やマスクなど支援物資を配布するなど、衣食

住を供給する活動に尽力しました。次に復興の準備段階として、「復興に向けて活動する団体(プレイ

ヤー)が増えないことには復興は加速していかない」という想いから、企業とNPOを協働できるようマッチ

ングを行い、大きな反響を得たそうです。 

そして、スタートから1年が過ぎたころ、福島高校から「福島の復興課題を解決してプログラム化する授

業を行っているので、手伝ってもらえませんか」という連絡があったことが縁となり、団体として本格的

な復興事業がスタートしました。「高校生向けの人材育成」の一環として、実際に相馬の漁港や土湯温泉

など震災の現場へフィールドワークを実施し、「どんな社会的活動が出来るのか」を立案させる合宿を行

いました。その中で、水揚げ出来ない沿岸部の漁港と観光客が減り新たな目玉を作りたい温泉の現状から

「内水面で養殖をして高付加価値の魚を作ったら良いのでは」と発想。そこからミドリムシを使ってウナ

ギを養殖する研究を学会で発表すると福島高校の学生が特別賞を頂くことになりました。そして団体の事

業としてウナギの養殖の許可を取り、企業から助成金を得るなど研究をサポートしたことで、実際にうな

ぎ屋にも提供できるようになりました。 

取材の中で「若者に対して大人が本気で相手をすることなんだと思う」という伴場さんの言葉がとても

印象的でした。 

http://bridgeforfukushima.org/
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市民活動ステップアップ講座 

講座名 日程 講師 内容 

オリンピックに向け

たボランティア養成

講座 

７月28日(土) 

14:00～16:00 

 

   

●齋藤 道子氏 うつくしまスポー    

 ツルーターズ事務局長 

●中西 勉氏 ふくしま通訳案内士 

   会会長 

   他 

 1964年の東京オリンピック・パラリ

ンピックのボランティアの映像を観て、

2020年に向けて、どんな参加ができる

のか、これまでの歴史や他県の動きを参

考にしながら学び、参加者同士の意見交

換を行い、ボランティアへの理解を深め

ます。  

NPO基本講座 12月22（土） 

14:00～16:00 

                

●福島市市民安全部市民協働課職員 

●内山 愛美 福島市市民活動サ 

 ポートセンターチーフ  

 2部構成で、NPO設立申請の仕方や注

意点、福島県内のNPOを取り巻く背景や

現状を講義形式で、また、ふくサポへの

相談や取材を通じて感じていることを座

学とワークで学びます。  

社会の事情・私の事

情・貴方の事情 

～一人ひとりの一歩 

が社会を変える～ 

1月26日 (土) 

14:00～16:00 

●深澤 秀樹 福島市市民活動サ   

   ポートセンター常勤顧問 

「何かしてみたいけど何をしたらよいか

わからない」そんな市民活動初心者向け

の講座です。それぞれの想いや経験を活

かし、一歩踏み出すための後押しとな

る、「力を合わせれば社会を変えられ

る！」と気づくきっかけづくりに！  

 平成30年度 ふくサポ講座情報紹介 

NPOマネジメント講座 

経営者の視点から

マネジメントを学

ぶ 

8月10日 (金) 

14:00～16:00 

●齋藤 大介氏 みんなのひろば理事長 

●斎藤 尚也氏 えんじょいらいふ 

 福祉会理事 

●首藤 亜希子氏 ココネット・マム 

 理事長 

●半田 真仁氏 チームふくしま 

 理事長 

●渡部 美香氏 喜多方市民活動サ 

 ポートネットワーク事務局長 

●深澤 秀樹 福島市市民活動サポー 

 トセンター常勤顧問 

  経営視点を学ぶために何が大事か？ポ

イントを講義形式で、1年間経営を学ん

だゼミ生を講師とし、事例を元に、

NPOの経営についてクロストークから

学びます。 

助成金講座    

   ~実践編~ 

8月30日(木)  

18:00～20:00 

●荻上 健太郎氏 日本財団コミュニ  

 ケーション部部長 

 助成金の基礎となる部分やコツを

ワーク形式で、また、実際に申請書を

作成することで、より実践的な手法を

学び、採択される力を身につけます。 

税務・会計講座 11月15日(木) 

13:30～16:30 

予定 

     

●株式会社JUST DO IT  

●深澤 秀樹 福島市市民活動サポー 

 トセンター常勤顧問 

 

 団体の多くが苦労する税務・会計。

今回は、実務を踏まえた上で、決算書

を正しく見ることで、経営に必要な目

を養います。  

総 会 資 料・報 告 書

作成講座 

2月13日（水） 

14:00～16:00 

●福島市市民安全部市民協働課職員 

●内山 愛美 福島市市民活動サ 

 ポートセンターチーフ  

 年度末を迎えると資料の作成につい

て悩むことがあると思います。総会資

料や事業、決算などの報告書の基本と

注意点を事例を用いながら学びます。 

定員 各30名程度 

定員 各30名程度 

＊市民活動ステップアップ講座・NPOマネジメント講座共に会場は福島市市民活動サポートセンターになります。 

 また、各講座の詳細については、今後、個別チラシでご案内いたします。 
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オープンセミナー（講演会） 定員 50名程度 

定員 各20名程度、参加費500円 

高齢者向け 

簡単健康体操 

11月18日(日) 

10:00～11:30 

   

福島市市民活動

サポートセン

ター 

NPO法人   

エフ・スポーツ

（予定） 

 高齢化が進む現在、日常の作業や動作の

中で健康寿命の増進や介護予防をめざし、

効果的な運動や体操を学び、体力作りを楽

しく行います。 

見て、聞いて

知る、福島の

企業っておも

しろい！ 

11月上旬   

開催予定  

 

テレビユー福島 テレビユー福島  現場で説明を受け、その企業の福島での

役割を考える中で、企業の魅力を発見しま

す。楽しみながら見学できます。 

まちづくりトークカフェ 

子どもサマー

プロジェクト 

①～③ 

●福島銀行 

 7月26日(木) 

●福島キヤノン  

 8月３日(金) 

●劇団カスカ・ 
 ダール 
 8月12日(日) 
 

福島銀行本店 

福島市市民活動 

サポートセン 

ターなど 

●福島銀行   

●福島キヤノン 

●劇団カス 

 カ・ ダール 

 地域で活躍する市民活動団体や地元企業

にご協力いただき、子どもたちの持つ豊か

な感性を育み、また、子どもたち自身が地

域を知ることで、故郷（福島）の財産を発

見できる、見て、聞いて、体験する楽しい

講座です。夏休みの自由研究にも役立てる

かも…定員は各回20名程度です。 

リーダー育成

研修 

第１回：９月 

第２回：10月 

開催予定 

福島市市民活動

サポートセン

ター 

内山 愛美    

ふくしまNPO

ネットワーク 

センター理事他  

 

   各団体のリーダークラスの中堅職員に主

体性やリーダーシップを身に付けてもらう

ための研修。課題解決に動くと同時に、後

輩の育成にも積極的に関わっていける一段

高いレベルを目指します。定員は10名程度

です。 

実践講座 

定員 各10名程度 

ニュースレター

作成研修 

10月開催予定 

 

福島市市民活動

サポートセン

ター  

高槻 光子     

(ふくサポ通信

編集担当） 

 伝わるニュースレターの作成の基本を学

びます。 

パワーポイント

研修  

12月1日(土) 

14:00～16:00 

福島市市民活動

サポートセン

ター  

石井 貴幸     

（スタッフ） 

 基本的なパワーポイントの使い方や資料

の作成の仕方を学びます。 

スキルアップ講座 

映画製作 

【チームビル

ディング】 

 

8月25日(土)  

10:00～17:00 

 

 

五井渕 利明氏 

ものがたり法人

Fireworks地域プ

ロデューサー 

 福島市の復興や魅力の発見をテーマと

し、チームで短編映画の作成をし、チーム

ビルディングやコミュニケ―ションを学び

ます。作成した映像を市民活動フェスティ

バルなど、多くの市民が鑑賞できます。 

旧佐久間邸 

(予定) 

講座名 日程 場所 協力団体・講師 内容 

助成金講座    

  ~発展編~ 

9月22日(土) 

開催予定 

福島市市民活動

サポートセン

ター 

NPOマネジメント講座の「実践編」からス

テップアップし、助成する側と採択された

団体の事例から、確実に採択されるための

コツを学びます。  

助成財団セン

ター他 

協力講座 ふくしま地域活動団体サポートセンター主催 定員 30名程度 



ふくサポ通信2018年盛夏号 vol.79号  

ふくサポ通信2018年盛夏号 vol.79 

福島市市民活動サポートセンター「ふくサポ通信」2018年盛夏号 vol.79 

発行日／2018年 6月30日  編集／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 

発行／福島市市民活動サポートセンター 〒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  MAIL f-ssc@bz01.plala.or.jp 

編集後記 
・ 土香の涼、木漏れ日の囀り、笹の滴、キスゲの風、クジラの白雲、…いざ吾妻山へ 。（ふかちゃん）  

・ 茜色の夕空、風にそよぐ草の香り、蛙の鳴き声に小さな頃を懐かしく思い出します。 （マータン）  

・ 小さな花が寄り集まるようにして円形を作る紫陽花を眺める、この季節の数少ない癒しです。(みー)  

・ 蹴球の 勝敗奏でる 隣人歌（タカ） 

・ 初めまして金子と申します。市民の皆さまのお役に立てるよう頑張ります。（Ｋ） 

まちの駅 清流荒川 (川の駅)  

まちの駅みーつけた！！  ～Ｐａｒｔ⑫～ 

 「まちの駅」とは、地域住民や来訪者が求める情報を提供する機能を備え、人と人の出会い

と交流を促進する空間施設です。また、まちづくりの拠点となり、まちとまちをつなぐ役割を

持つものです。人と人をつなぐ場であるということから、ヒューマンステーションと呼ぶこと

ができます。  

住所：福島市荒井字地蔵原乙1-21 

TEL：024-593-3525   

営業時間：10：00～16：00 (12/29～1月3日） 

≪お問い合わせ先≫ ～まちの駅 清流荒川(川の駅)～ 

 福島市の南部を東から西へ流れる阿武隈川水系の一級河川荒川。その文化

や歴史、そして魅力を紹介するのが「まちの駅清流荒川(川の駅)」です。福島

盆地を流れ下る荒川は、名の通り暴れ川として、昔から度々洪水と土砂崩れ

を起こしてきました。そうした氾濫や土砂を食い止めるために、堤防や植林

が為されるも、洪水の度に何度も流され、失っては修復の繰り返しでした。

施設には荒川の洪水と治水の歴史が写真やパネルで分かりやすく紹介されて

いるほか、年表や立体模型なども展示され

ています。また荒川流域に生息する鳥や魚、野草や樹木など荒川に関する情

報が盛り込まれたパンフレットも充実しており、訪れた方に荒川の良さを

知ってもらおうと広報にも力を入れています。 

まちの駅としては、洪水対策・土砂氾濫対策の一環として造られた堰堤

(えんてい)の見学、荒川の自然を散策する秋のもみじ見学などの募集を今年

から行っていきたいと駅長の加藤さんは話します。 

また、加藤さんは「一人でも二人でも荒川を知りたいという要望があれば

いつでもご案内したい。荒川にはたくさんの魅力があると宣伝したい」と意気込みを話してくれました。先人た

ちの知恵と努力が今も息づく荒川に一度訪れてみてはいかがでしょうか。

歴史が地続きであることを実感できるひと時が過ごせます。 

 

【荒川についての資料がたくさん】 

 【荒川資料室外観】 

【氾濫した荒川の様子について語る加藤さん】  

 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1529653532/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9wdWJsaWNkb21haW5xLm5ldC9pbWFnZXMvMjAxNzA0LzEzcy9wdWJsaWNkb21haW5xLTAwMDc5OTdobnQuanBn/RS=%5EADBREjsLsWxyuiFAs.Xl52goVxq4pg-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5k
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イベント情報！ 

ふくサポ通信 
イベント情報 

  2018. ７–８月分 

 ７月８月もイベントが盛りだくさん！ 

 詳細は主催者へお問い合わせください。 

■会 場／福島 こむこむ わいわいホール 

■時 間／13:30～16:00   

■入場料／一般:1,000円  小中高生: 500円 
■主 催／劇団カスカ・ダール 

■問合せ／TEL 090-9632-3971（田原） 

 

 

  

「記憶の森」 

 
劇団カスカ・ダール 

第２回定期公演 ７/16 

月(祝) 

20XX年の近未来、巨神ガジラが人々の心に深い爪

痕を残した「沈黙の日」から7年…歌あり、笑いあ

り、涙ありの奇想天外な物語です。 

■会 場／福島市市民活動サポートセンター A会議室 
■時 間／9:30～16:30   

■受講料／無料 （定員：30名） 

■主 催／がんピアネットふくしま事務局 

■問合せ／TEL 024-563-5665（遠藤） 
 

福島県 がんピアサポーター  

福島県のがんピアサポートサロンの寄り添い支援を

するサポーターの養成講座です。講座終了後は、福

島県から修了書が交付されます。 

養成講座 

7/15 

日 

■会 場／福島駅東口駅前通り 街なか広場前 

■時 間／10:00～16:00   

■入場料／無料 
■主 催／一般社団法人 手づくりマルシェ 

■問合せ／TEL 090-6456-0800 (齋藤)  
 

 

 

  

手づくり品の展示及び販売です。自慢の作品をエン
トリーして、優れた作品を表彰します。福島駅前元
気プロジェクトと共催し、飲食ブースやコンサート
などもあります。 

7/22 

日 

 

植物や小さな生き物と触れ合ったり、親子で工作を

したりわらべ唄をうたい遊びます。予約不要です。 

  

■会  場／ 菜たねの家 

■時 間／10:00～12:00   

■参加費／300円  

■主 催／NPO法人青空保育たけの子 

■問合せ／TEL 070-1143-1166 （長沢） 

8/23 

木 

「糸とり・機織り」 「昔の一日」 

■会 場／福島市民家園 

■参加料／無料  

■主 催／民家園のつどい、福島市教育員会 文化課  

■問合せ／TEL 024-593-5249  

昔の農家の一日体験です。   

(事前申込みが必要となります。
7/5までに福島民家園までお申込
みください。 

◆時 間／9:00～16:30 

 7/29 
日 

  
「盆の行事」 

８/11 

土 

民家園で育てた繭から糸をとり、
機織りをします。裂き織りの体験
もできます。 

 

◆時 間／10:00～15:00 

8/５ 
日 

祖先の霊を迎えるため、各民家の盆
棚を作り、高灯篭もたてます。    
行事の説明や昔話もあります。 

 

◆時 間／10:00～12:00 

平成30年度 

手づくり Marche in Japan       
’ ’ Art s & Craft s Awards 

 ふくしま 2018 

たけの子みっけ隊 
 in ふくしま 菜たねの家 
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助成金・活動支援情報 

◎   福島銀行 ふるさと自然環境基金  

 福島県における自然環境の保全を図り、自然との調和のとれた社会づくりに資することを目的とします。 

■ 対象活動／①自然環境の保全及び活用に関する実践活動 

       ②自然環境の保全及び活用に関する普及啓発 

       ③自然環境の保全及び活用を促進するために必要な調査研究 

■ 助成金額／１件の上限を30万円とします。       

■ 応募締切／2018年 9月14日（金） 

■ 問 合 せ／(株)福島銀行  経営企画課 

      〒960-8625 福島市万世町2-5  

                  TEL：0120-40-2940          

 

 NPO/NGOが持続発展的に社会変革に取り組めるよう、組織基盤の強化に助成します。 

■ 対象となる団体／日本国内の貧困の解消、または貧困と関連のある問題の解消に取り組むNPO。 

 （〇団体設立から3年以上であること 〇有給常勤スタッフ1名以上であること） 

■ 助成金額／「組織診断からはじめるコース」：1団体への上限100万円(1年目) 

       「組織基盤強化コース」：1団体への上限200万円(毎年)      

■ 応募期間／2018年7月17日(火)～2018年8月3日(金) （必着） 

■ 問   合  せ ／特定非営利活動法人 市民社会創造ファンド (坂本・武藤) 

        TEL：03-3623-5055 / FAX：03-3623-5057  E-mail：support-f@civilfund.org 

◎   Panasonic NPO/NGOサポートファンド for SDGs   

ふくサポでは、イベント情
報も助成金情報も自由に閲
覧できます。 

情報が欲しい方、発信した
い方はふくサポまで！！ 

 

 福岡のNPO法人を視察した際、「障がい者雇用や老後の介護、子どもの貧困問題などの社会的な課題っ

て表現するけど、彼らは課題なんだろうか」って言われて愕然とした。「誰でも自分が社会的な課題って

言われて好い気はしないよね」その通りだろう。 

 当たり前の話だが、障がい者や年寄りや貧しい子どもが課題なのでは無く、社会が私たち人間の多様な

一部と認めなかったり、社会の仕組みが発生させている差別を個人の問題としてしまったりすることが

「課題」なのである。そして、多くのNPOや市民団体が、その課題が発生している原因では無く、発生後

の問題に日夜奔走しているのが現状なのだ。 

 では、どうしたら事の本質に迫れるのだろうか。多様化していく現代社会では、公平を重んじる行政に

は扱いづらい問題がますます増加の一途を辿っている。また、世界中の指導者が資本主義の中での人間の

欲望を制御するルールの在り方に苦慮し悩んでいる。そんな中、個別に自主的に積極的に社会課題に向き

合う市民活動が、むしろ本質に迫れることができ、この世を救うと期待されているのである。 

 私は小学生の頃から近視でメガネが欠かせない。でも、スポーツをする時は不便だが身障者とされたこ

とは一度もない。先日、NHKで「文字認識に障害」のある人が、「耳から入る言葉は理解でき答えられる

のに黒板には書けないんです。いじめられました。でも最近は、パソコンやスマホが文字変換してくれる

ので仕事や生活に支障が無くなりました。やっと私にもメガネが出来たんです」と科学技術が差別を軽減

した事例を紹介していた。 

 人類の持つ欲望の制御も、差異に対する差別感も、多分、今私たちが抱えている全ての課題は、私たち

の心の中にあるに違いない。 

☆ふかちゃんのつぶやき☆ 
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