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新パンフレット完成 

   助成金支援団体からの中間報告 

   住友商事インターンシッププログラム 

 

 

２０１３年 7月発行 

新パンフレット完成 

～寄附金募集の新展開～ 

ふくしまＮＰＯネットワークセンター理事長 

星野珙二 

このたび、当センターのパンフレットをリニ

ューアルしました。そもそも、このパンフレット

を作成した趣旨は、認定 NPO 取得を契機

に、センターの活動に理解を深めていただく

こと、そして寄附控除の特典をお知らせす

ることにありました。その後センターの活動も

拡がりをみせ多様化していることから、それ

らについてお知らせし、また、寄附に関わる

税制優遇措置もさらに拡大されたことから、

その内容を知っていただくために大幅にリニ

ューアルいたしました。 

 中間支援組織の自主事業収入を増やす

ことについては、以前から大きな課題であり

ました。その点については、今後も努力しな

ければならないと考えています。それと同時

に、より多くの会員や理解者に支持される

活動を展開し、法人のベースとなる会費や

寄附金収入も一定割合で確保したいと考

えています。改めてご協力をお願いいたし

ます。 
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■正会員  年間１口     １０，０００円 

■準会員  年間１口      ５，０００円 

■賛助会員 

非営利団体           １口以上 

営利組織             ５口以上 

行政組織             ５口以上 

財団・社団その他の公益法人 ５口以上 

 

※個人・非営利活動団体は１口以上、企業や財団・公益団体

は５口以上になります。 

●当法人は「認定ＮＰＯ法人」です。寄付者の方の

所得税、法人税の課税について、寄付控除の特

例が認められた団体です。 

●入会ご希望の方は、入会申込書を事務局まで、

E メールまたは FAXでお申し込みください。 



◆住友商事 東日本再生ユースチャレンジ・プログラム 2013◆ 

～「インターンシップ奨励プログラム」始動～ 

 

 

 

南相馬市国際交流協会 

『ワールド ハートフル カフェ』 

 

ふくしま元気市民活動助成金をいただき、７月

末までに３～４回「ワールド ハートフル カフェ」を

実施予定です。第１回は２月に終了しており、参

加者は６０名でした。 

少々遅れましたが、今回第２回目を開催いたし

ました。「韓国料理の癒しのサロン」ということで、本

場の韓国料理８０食を準備、避難生活を強いられ

ている友伸応急仮設住宅の方々に、食事やおし

ゃべりの会・昔の遊びなどをして楽しんでいただき

ました。 

第３回は７月７日に

「ボクのともだちはアメリ

カン」、第４回は７月２５

日に「ベトナムからこん

にちはサロン」の開催を

予定しております。 

地域生活支援ネット One One 

『障がい児余暇支援事業』 

 

障がいのある子供のための映画鑑賞会は、７

月２３日、劇場版「ポケットモンスター ベストウィッ

シュ」をワーナーマイカル・シネマズ福島で開催い

たします。 

会場を貸し切り子供たちが思い思いの表現で

映画を楽しめる環境を作りました。締め切りを待

たずに定員になるほど反響が大きく、多くの人た

ちがこのような機会を 

待ち望んでいたことを 

実感いたしました。 

夏休みということで、 

ご家族と一緒に映画 

館でのルールを学び 

ながら有意義な時間 

を過ごして欲しいと思 

っています。 

2012年度市民活動助成金 ～活動中間報告～ 

７月より「住友商事 東日本再生ユースチャ

レンジ・プログラム２０１３ インターンシップ奨励

プログラム」がスタートする。これは住友商事が

主催し、ＮＰＯ法人市民社会創造ファンドが企

画。被災３県において９か月間という長期にわ

たり若者に震災復興支援を行っているＮＰＯ・市

民活動団体でインターン体験をしてもらう人材

育成プログラムだ。 

福島県は「ＮＰＯ法人コースター」(郡山市) 

「ＮＰＯ法人市民公益活動パートナーズ」「ＮＰＯ

法人ビーンズふくしま」「ＮＰＯ法人ふくしまＮＰＯ

ネットワークセンター」(福島市)の４団体が受入

れ団体となり、私どもふくしまＮＰＯネットワークセ

ンターは現地協力団体として受入れと現地事

務局を担当する。選考の結果、今年度は福島

県から５名、東京より１名の計６名のインターン 

でスタートすることとなった。また、来年度は受

入れ団体もインターンの人数も拡大していきた

いとの希望がある。 

一緒に活動することで互いに高め合えるプロ

グラムになればよいと期待してやまない。 

(報告：福島市市民活動サポートセンター 

 チーフ 内山愛美) 

 

▲６月２９日に行われ

た入校式。笑顔が眩し

い６名を囲んで！ 

▼入校式の後は

ミニ講演会に参加 



「ふくしま地域活動団体サポートセンター」今年度も受託！ 

～ＮＰＯ法人等活動基盤整備事業・中間支援ＮＰＯ法人等支援機能強化事業～ 

高知 NPO 市民会議へ、インターン研修報告 

 

 

 

 

 

 日本ＮＰＯセンター主催の研修の一貫として５月７

日から８日間、ＮＰＯ法人高知市民会議が指定管

理運営を行っている高知市市民活動サポートセンタ

ーへインターン研修に出かけた。高知市はファンドレ

イジングや行政と民間との連携が進んでいると聞

き、期待に胸躍らせて「いざ、高知へ」。 

初日、映画「県庁おもてなし課」で知られる高知

県庁へ。新しい公共の最終報告が行われていた。

高知の地域力と行政との距離の近さに驚きだった。

また、１年に２日間だけ開かれる子どもの街「とさっ

子タウン」の実行委員会は大学生を中心に構成さ

れ、信頼してまかせることで上手に人材育成が行わ

れている姿を見ることができた。その他、企業と連携

をとり行っている事業の打合せに同席させてもらうな

ど、高知の土地や人の特徴を生かしたプロジェクトを

目の当たりにし、大きな刺激を受けた。 

この研修の機会をあたえていただいたことに感謝

したいとともに、これからの活動につなげて、お返しし

たいと思う。 

(報告：福島市市民活動サポートセンター 

 チーフ 内山愛美) 

 

『福島市市民活動サポートセンター』 

利用内容変更に！ 

 

「福島市市民活動サポートセンター条例」の

制定に基づき、６月 1日から下記の点の利用内

容が変更になりました。 

●開館時間 

午前９時～午後９時に変更。 

開館の時間が１時間早まり、午前の利用の準備

等がしやすくなりました。 

●施設使用区分の追加 

午前、午後、夜間の３区分に加え全日を追加。 

１日を通してのイベントもご利用可能になりまし

た。 

●備品の貸出（各１台） 

プロジェクター、スクリーンに加え、映像機器（ブ

ルーレイプレイヤーと液晶テレビ）の貸出も行い

ます。各１台ずつですので、ご利用の方はお早

めにお申し込みください。 

●使用料の設定 

会議室・多目的ホール・備 

品の使用料を設定しますが 

設置目的である公益的な 

活動で使用される場合は、 

使用申請の際に減免申請 

すれば使用料の負担はあり 

せん。 

福島県の平成２５年度の復興に向けた多

様な主体との協働推進事業「ＮＰＯ法人等活

動基盤整備事業・中間支援ＮＰＯ法人等支

援機能強化事業」業務委託について、今年

度も当センターの受託が決定しました。 

２４年度に引き続き、７月より自治会館内の

ふくしま地域活動サポートセンターの管理運

営を行います。地域活動団体に信頼されるサ

ービスを提供できるよう、ネットワークづくりや

地域課題を視野に入れた支援活動にも取り

組みます。 

事業内容としては、「ＮＰＯなんでも相談会」 

の開催、「ＮＰＯ法人設立等基礎講座」の開

催、ＮＰＯ法人等への財務会計・資金調達サポ

ート事業として「ファンドレイジング講座」の開催

や情報公開サポート事業として「ＩＣＴ活用によ

る情報公開講座」等、様々な講座の開催を予

定しています。 

事業を展開していくことによって、地域活動

団体の力量が増し、地域の問題解決が進み、

セイフティネットに支えられた安心安全な地域

が形成されるとともに連携が強化され、地域の

活性化にも大きく貢献することが期待されま

す。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大 学

時 代

は「星

野 王

子様」

と 呼

ば れ

て い

た…。 

東北ろうきん NPOパ

ートナーシップ２０１

１ 

ま

もなくスタートしま

す！ 

   東北六魂祭！福島市始まって以来の人出に驚き

ました。ブルーインパルスも素敵でしたね。 今後の観

光や産業の復興に期待です。 （事務局・大山亜紀子） 

６月下旬より事務局でお世話になっております太

田と申します。少しでも早く事務局の「戦力」になれるよ

う努力して参りますので、よろしくお願い申し上げます。 

（事務局・太田千佳子） 

   

   

編 集 後 記  

●編集・発行 

特定非営利活動法人ふくしま NPOネットワークセンター 

〒960-8034 福島市置賜町 1-29 佐平ビル 8F 

TEL 024-528-1211  

FAX0２４-528-1218  

E-mail center@f-npo.jp  

URL http://www.f-npo.jp/ 

 

 

 

―福島市より受託、運営している施設― 

●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３F 

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

URL http://www.f-ssc.jp  

E-mail f-ssc@bz01.plala.or.jp 

●まちの駅 ふくしま情報ステーション 

〒960-8053 福島市三河南町 1-20 コラッセふくしま 1F 

TEL 024-525-4020  FAX 024-525-4027 

URL http://www.machi-fukushima.jp 

E-mail info@machi-fukushima.jp 

◆ＦＭポコから発信中◆ 

 

毎週金曜日の夕方１７時４５分からはＦＭ７６．

２MHｚの電波に乗せて、ＦＭポコのスタジオより、

「ふくしま情報ステーションだより」をお届けしてい

ます。ふくしま情報ステーションと福島市市民活

動サポートセンターの担当者が週替わりで出演、

NPO や市民活動の紹介、イベントの案内などの情

報を市民の皆さんに向けて発信中です。 

◆2013年度通常総会のお知らせ◆ 

  

２０１３年度（第１４回）の通常総会を下記のとおり

開催いたします。 

総会終了後には、ワークショップを予定しておりま

すので、是非ご参加ください。 

 

日時  ２０１３年７月２０日（土） 

     １３時３０分より 

場所  チェンバおおまち 

     福島市市民活動サポートセンター会議室 

・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・ 

ワークショップについて 

時間  １４時４５分～１６時４５分 

内容  ネットワークセンターに関する意見交換会 

 

今回のワークショップでは、会員の皆様と交流さ

せていただき、様々なご意見や情報を交換させて

いただければと思います。 

ワークショップ後には交流会も予定しております。 

併せてご参加いただければ幸いです。 

―福島県より受託、運営している施設― 

●ふくしま地域活動団体サポートセンター 

〒960-8043 福島市中町 8-2 福島県自治会館 7F 

TEL 024-521-7333  FAX 024-523-2741 

URL http://www.f-npo.jp/saposen/ 

E-mail saposen@f-npo.jp 

●チョコラボ 

〒960-8031 福島市栄町 7-33 錦ビル 4F 

TEL 024-573-1970  FAX 024-573-1971 

E-mail cholab@npo.-f.org 

決算を終え、新年度となり、総会開催に向けて、

事務局一丸となってがんばっております！ 

（事務局・根本靖子） 

   

▲パーソナリティの古川ゆき枝さん（左）と福島市

市民活動サポートセンターの内山チーフ 

毎週金曜日１７時４５分～ 

ＦＭ７６．２MHｚで会いましょう。 


