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 よしいだキッチンは、特定非営利活動法人ビーンズふくしまが、市内の吉井田

学習センターで月一回開催している子ども食堂です。子どもたちに食事を提供す

るだけではなく、スタッフ、ボランティアの方たちと一緒に学んだり、遊んだりと、たくさんコミュニケーショ

ンを取って人とのつながりを大切にしています。ビーンズふくしまでは生きづらさを抱えた若者の支援を行って

おり、若者が社会に参画する場として地域の居場所を作ったことが、始めたきっかけとなりました。その後、子

どもたちにとっても居場所のニーズがとても高いことがわかり、子ども食堂よしいだキッチンとして正式に発足

しました。 

 よしいだキッチンでは、子どもが集まるだけでなく、地域の人々がつなが

り、子どもを支えています。民生委員、保健師、ボランティアの学生、企業

など、多くの人の協力があります。コロナウイルスの影響で、今までと同じ

活動ができなくなりましたが、地域の皆さん自ら「こういう時だからこそや

りましょう！」との声が上がり、代表の江藤さんは涙が出るほどうれしかっ

たそうです。皆さんの「子どもを守り、育てたい」という気持ちが伝わって

きます。現在は、感染防止の工夫をして、ドライブスルー方式でお弁当や全

国各地からの支援物資を配ったり、困りごとを聞いたりと、コロナウイルス

に負けず活動を継続しています。 

    江藤さんは、「子どもたちの笑顔を見るのももちろんうれしいですが、地域の方たちと子どもたちの関係

が深まっていくことを見られるのがもっとうれしいですね。子ども食堂を広げていくため、皆さまのお力添えを

お願いします。」と語ります。 

よしいだキッチンのように、福島に子どもたち

を温かく見守っていく輪がどんどん広がっていく

ことを願っています。ボランティアも募集してい

ますので、ご興味のある方はぜひお問い合わせく

ださい。 

にゃんこ隊長が行く！ 

よしいだキッチン（NPO法人ビーンズふくしま） 
～地域と一緒に子どもたちの育ちを支える～ 

≪お問い合わせ先≫ 

【開催場所】吉井田学習センター 

【開催日時】月1回 16:00～19:00 日程はHPでご確認ください 

【主な活動内容】 〇勉強（主に宿題） 〇みんなでご飯 

  〇室内遊び  〇体育館遊び（鬼ごっこ、ドッジボール） 

【よしいだキッチン代表の江藤さん】 

 

NPO法人 ビーンズふくしま 

〒960-8066 福島市矢剣町22-5 

TEL：080-4148-9438 （担当：江藤） 

E-mail：info-kodomonoibasyo@beans-fukushima.or.jp 

HP：http://yoshiidakitchen.beans-fukushima.or.jp 

【コロナ禍以前の子どもたちの様子】 
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講座名 日 程 講 師 内 容 

初歩から学ぶNPO

いろは塾 

9月 

（日程調整中） 

14:00～16:00 

   

●福島市 政策調整部  

 地域協働課 
    
●内山 愛美 福島市市民活動 

 サポートセンター所長 

 

 

 2部構成となります。1部では

NPO法人設立の申請の仕方を行政の

視点から、2部ではふくサポへの相

談やNPO団体の活動の取材を通して

感じている内容をクローズアップ

し、座学とワーク形式で学びます。  

防災対応講座 9月 

（日程調整中） 

14:00～16:00 

            

●千葉 泰彦氏  

 JVOAD 災害対応リーダー  
    

 ここ数年の台風や大雨による自然

災害を振返り、NPOや市民活動団体

は災害発生に備え、どのような取り

組みを行えば良いのかを専門家から

学びます。  

プロが教える広報

講座 

 

8月 

（日程調整中） 

14:00～16:00 

●渡辺 一志氏 

（株)福島民報社   
   

 活動を広く周知してもらう為や、想い

を伝え共感者を増やす手段として広報誌

やチラシは効果的に働きます。その効果

を高めるために新聞社の広報担当者か

ら、プロの手法を基礎から学びます。  

市民活動ステップアップ講座 

 令和２年度 ふくサポ講座情報紹介 

SNS活用講座 8月28日（金） 

14:00～16:00 

 ●佐藤 慎子 氏 

  MCオフィスのりぷろ代表 

 コロナウィルス禍でオンライン会

議などが増えている中、オンライン

会議をこれから始めたい方や、広報

に役立てるSNSの使い方を学びま

す。  

税務・会計講座 10月9日（金） 

13:30～16:30 

●菅野 仁氏 

(有)コスモ会計         

    

 ふくサポに寄せられる問合せの中

でも多い税務、会計。税務実務の経

験豊富な講師より基礎を中心とした

理論と実践の両面から学びます。 

パワーポイント 

講座 

10月10日（土） 

14:00～16:00 

●石井 貴幸氏   

 てつがくカフェ＠ふくしま 
 世話人（元福島市市民活動 
 サポートセンタースタッフ） 

 助成金申請などのプレゼンに必要

となるパワーポイント。作成の仕方

と基本的な操作法を学びます。 

組織の基盤強化の

方法を学ぼう！ 

12月 

（日程調整中） 

14:00～16:00 

●河合 将生氏 

 NPO組織基盤強化コンサルタ 
 ント office musubime代表   
    

組織の課題を深堀し、その課題解決

のために、どのような取り組みをし

なければならないか、また、組織で

働くうえで重要な労務の基本を学び

ます。 

定員 各30名程度 

定員 各30名程度 NPOマネジメント講座 

講座名 日 程 講 師・協力団体 内 容 

活動をブランド化 
しよう！ 

11月 

（日程調整中） 

14:00～16:00 

 ●蔭山 洋介氏 

（株）コムニス代表取締役 
 スピーチライター 

 日頃行っている何気ない活動や行

動が、実は価値のあるものかも！誰

もが認める価値を付けることによっ

て、活動はブランド化します。その

ためにはどうしたらよいのか、原石

探求！原石磨き！の講演会です。  

オープンセミナー（講演会） 定員 50名程度 
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定員 各20名程度、参加費500円 

講座名 日 程 講 師・協力団体 内 容 

認知症を考えよう！ 9月  

（日程調整中） 

10:00～11:30 

 

 認知症の人と家族の会 

 福島県支部 

 認知症の方のサポートを行ってい

る団体、もしくは職業に従事してい

る方にお話頂き、体験談より認知症

を深く掘り下げる座談会。 

活動が楽しくなる 

スマートフォン講座 

9月 

（日程調整中） 

14:00～16:00 

 ソフトバンク（株）  携帯電話会社に協力いただき、イ

ンスタグラムや、フェイスブックな

どのツールを駆使し、団体の活動の

広報に役立つよう楽しく学びます。 

見て、聞いて知る、

福島の企業っておも

しろい！ 

10月～11月 

（日程調整中） 

 

（交渉中） 

決まり次第お知らせいたします 

 現地で説明を受け、楽しみながら

見学する中で、その企業の福島での

役割や、企業の魅力を発見します。 

 

まちづくりトークカフェ 

講演会 

「ピンチをチャンス 

に！」 

～風雲児の種は貴方の中

にある～ 

11月28日(土) 

14:00～16:00 

 

●深澤 秀樹   

 ふくしまNPOネットワーク 

 センター常務理事  

ピンチをチャンスに変えるのは、考え方

や視点をどう切り替えるか次第。どんな

人にも良いところやキラッと輝くところ

があるはず！そこに気づけば何かが変わ

るかもしれません。新しいことを始める

きっかけとなる講演会です。 

NPO解散のための 
講座 

1月 

（日程調整中） 

14:00～16:00 

 

 
●内山 愛美 福島市市民活動 

 サポートセンター所長 

 （変更の可能性有り） 

コロナウィルスの影響や社会情勢の不振

などにより、解散を余儀なくされる団体

が増えています。そこで、解散に必要な

基本的な資料や手順などを学びます。そ

の後、個別相談会も実施します。 

総会資料等の報告書

作成のための講座 

2月 

（日程調整中） 

14:00～16:00 

●福島市 政策調整部  

 地域協働課 
    
●内山 愛美 福島市市民活動 

 サポートセンター所長 

 総会に向けた準備として、事業・決算

などの報告書の基本的なところを、行政

に提出する資料を中心に所轄の担当者を

交え、作成のポイントや注意点を事例を

用いながら学びます。 

実践講座 

＊各講座の会場は指定がない場合は福島市市民活動サポートセンターとなります。また詳細につきましては、 

 今後、個別チラシでご案内いたします。 

定員 20名程度 

ふくサポ 新型コロナウイルス感染拡大防止対策について 

    ～会議室ご利用の皆様へ～ 
 

・収容人数は通常時の半分程度とさせていただきます。 

・参加者のマスク着用（全員）をお願いいたします。 

・代表者は参加者の連絡先を把握してください。 

・体調不良の方は参加を見合わせてください。 

・当日、参加者全員に氏名、連絡先を記入して 

 いただきます。 

   
 以上、お手数をおかけしますが、コロナウイルス感染予防のため、ご理解とご協力をお願いいたします。なお、いただいた 

個人情報につきましては、福島市市民活動サポートセンター事務所で厳重に管理し、万が一コロナウイルス感染者が発生した 

場合のご連絡にのみ使用させていただきます。 

    ～ロビー、交流広場などご利用の皆様へ～ 
 

・一つのテーブルにつきお一人でのご利用をお願い 

 します。 

・マスクのご着用をお願いします。 

・ご利用になる際に、氏名、連絡先の記入にご協力を 

 お願いします。 
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～Ｐａｒｔ2～ 

・  梅雨のあとさきのトパーズ色の風は君のあとを駆け抜けるって知ってますか  （ふかちゃん）  

・  母校の校歌は古関裕而氏作曲と気付き、誇らしいこの頃。エール効果に乗るぞぉ！オー!！（マータン）  

・  withコロナ…不自由さはあるけれど、ここが踏ん張りどころ！みんなで頑張って乗り切ろう！ (みー)  

・  だんだんと世の中が元に戻り、過ごしやすくなってほしいですね。   （Ｋ） 

・  最近気になるマスク用おしゃれアイテム。今を前向きに楽しもうとする姿勢が素敵です。   (ひろ) 

住所：福島市森合字台４番地 

TEL：024-573-9398 FAX：024-573-9433 

E-mail：qq9p2s4d@space.ocn.ne.jp 

特定非営利活動法人福島市聴覚障害者福祉会 

就労継続支援B型事業所 なのはなの家 

◇◆問い合わせ◆◇ 

※ご紹介した商品は、イベントや委託先での販売のほか、注文でも  

 購入できます。購入希望の方は以下にお問い合わせください。 

 

さらりとした触り心地に、涼しげな縞模様…今号ではこれからの季節にぴったりな逸品をご紹介します。作って

いるのは「特定非営利活動法人福島市聴覚障害者福祉会 就労継続支援Ｂ型事業所 なのはなの家」。高齢ろうあ

者、ろう重複障がい者を中心としたＢ型事業所で、紙すき製品、手工芸品、手織り・縫製品、お菓子作りなどを

行っています。どの製品も魅力的ですが、中でも人気なのが会津木綿を使ったシリーズ。使用する会津木綿は、会

津の織物工場「はらっぱ」から仕入れ、生地を色々に組み合わせて作る小物たちは、個性

豊かでオリジナリティあふれるものばかり。製品作りのアイデアは、利用者さんやスタッ

フの中から生まれます。 

縦に小銭を入れられる「小銭入れ」（各400円）は一番の売れ筋商品。印鑑や口紅入れ

としても使えます。小物やお菓子を置いてもかわいい葉っぱの「コースター」（400円）

は、少し立体的になっているのがポイント。様々な柄の組み合わせの中から、自分のお気

に入りを見つけるのも楽しみの一つです。 

さらに最近ラインアップに加わったのが「ガーゼマスク」（400円）。国見町

の「㈱東京エンゼル本社福島工場」の石塚工場長から試作品を依頼されたことを

きっかけに、自分たちでも製作を開始しました。パステルカラーがかわいらしい

無地のマスクは、Ｗガーゼでノーズワイヤーが入っているため、顔にフィット

し、肌あたりも良いのが特長です。 

 今では様々な製品を作る「なのはなの家」。もとは高齢ろうあ者とろう重複障

がい者の支援を目的とした共同作業所として2001年に郡山で開所し、その

後'04年にNPO法人格を取得。さらに福島市南町での地域活動支援センターとし

ての事業を経て、'13年に現在の場所に移転、B型事業所としての「なのはなの

家」がスタートしました。「聴覚障がい者がコミュニケーションで悩んだりする

ことなく、自分のペースで仕事ができる場所として今後も活動していきたい」

と、所長の佐野さんからお話しいただきました。 

 

 
【最近一押しガーゼマスクと 
     会津木綿の小物の数々】 

 

 

編集後記 

 
【熱心に作業をする 
   利用者のみなさん】 


