認定特定非営利活動法人 パンダハウスを育てる会
代表者名 山本佳子
連 絡 先 福島市蓬莱町八丁目15番の1 TEL：024-548-3711
活動紹介 当団体は福島県立医科大学附属病院で治療を受けている子どもとその家族の「もう一つの
我が家」パンダハウスを運営しています。住み慣れた我が家を離れ、非日常の環境で病と
闘っている
患児の外泊時に家族で家庭に近い「あたり前の生活」を過ごしたり、付き添いの疲れを癒す
ことのできる
場を提供しています。また、退院後の子どもや家族も地域で安心して生活できることを目指
し、相談業務も行っています

非営利活動法人日本FP協会福島支部スタディグループ福島FPSG
代表者名 佐久間 進
活動紹介 FP協会会員を中心とする有志が集まって勉強会を行うスタディグループです
1. ファイナンシャルプランナー関連分野を学んで知識とスキルを強化
2. 継続教育単位を取得
3. 仲間とのネットワークをつくる

福島に公立夜間中学をつくる会
代表者名 菅野 家弘
連 絡 先 090-2025-5287
活動紹介 福島に公立夜間中学をつくることを目的に活動する団体です。誰にでも小中学校範囲の勉強を
無料で教える福島駅前自主夜間中学を主催しています。生徒・ボランティアスタッフ募集中で
す。大友良英さん作曲の校歌を一緒に歌いませんか？

公益財団法人日本YWCAカーロふくしま
代表者名 実生 律子
連 絡 先 福島市矢剣町29-3 TEL：960-8066 E-mail caro@ywca.or.jp
活動紹介 2011年に生まれた子どもが20歳になるまで、女性と子どもを中心としたサポートを行っています。

アートさをり
代表者名 斎藤 尚也
連 絡 先 福島市蓬莱町2丁目12-24 TEL：024-559-3465 E-mail lifesaori@gmail.com
活動紹介 認定NPO法人えんじょいらいふ福祉会が運営するアートさをりは、歌って踊って笑って、さをり
織りをする就労Bの施設です。2021年4月Open予定で、新施設、新店舗を建設中です。お楽し
みにしていて下さい

まちの駅ネットワークふくしま
代表者名 福地 雅人
連 絡 先 福島市三河南町1-20 コラッセふくしま1F TEL：024-525-4020
E-mail info@machi-fukushima.jp
活動紹介 まちの駅は、地域住民や観光客等の来訪者が求める地域情報を提供する機能を備え、人と人
との出会いと交流を促進する空間施設です。また、まちとまちをつなぐ地域活性化促進の役割
を持っています。福島市内には現在21箇所の施設があり「まちの駅ネットワークふくしま」として
ネットワークを構築し、情報共有やイベント参加を通して『おもてなし』活動をしています。

NPO法人 シャローム
代表者名 大竹 静子
連 絡 先 福島市本町5-31 TEL：024-524-2230 E-mail info@nposhalom.net
活動紹介 授産製品の展示販売支援、交流仲間づくり（毎年共に生きる仲間たちのコンサート開催）、地
域づくり活動として毎月教養講座「地元学を考える会」を実施・全国でひまわりプロジェクトを展
開

NPO法人 青空保育たけの子
代表者名 邉見 妙子
連 絡 先 福島市郷野目字仲46-1 TEL：070-1143-1166 E-mail aozoratakenoko@gmail.co
活動紹介 福島↔米沢 移動保育(米沢市保育園) 食農体験、自然体験、交流広場、たけの子café:あ
おぞら館(民泊)

NPO法人 相双歴史文化保存会
代表者名 畠中 正一
連 絡 先 福島市森合字丹波谷地前14-21 TEL：080-5562-3335
E-mail satobatake@ybb.ne.jp
活動紹介 当会は、東日本大震災により被災した相馬・双葉地方(旧相馬中村藩領)の復興支援及び
歴史・文化・伝統を保存伝承し、復興・発展に寄与します。

福島市生涯学習活動推進員の会
代表者名 南部 悦子
活動紹介 私たちは、生涯学習をサポートすることで、生きがいを創出し、自己実現やよりよく生きること
を目的としているボランティアグループです

福島中央子ども劇場
代表者名 三宅 もと子
連 絡 先 福島市松浪町11-27 TEL：(533)7323
活動紹介 子どもたちのためのすぐれた芸術(プロによる生の舞台)を鑑賞し児童文化の創造発展に努力
し、それを通して子どもたちの創造性・感受性を育むと共に、年代に応じたキャンプ・合宿・遊
びのワークショップなどを行い、異年齢での仲間作りや自主性・協調性を育む活動を行ってい
ます。

福島西子ども劇場
代表者名 二瓶 真喜子
連 絡 先 福島市森合字柳内14-3 太田貸家(森合)1 TEL：024-558-0066
活動紹介 『豊かな夢と勇気と創造性を持つ、のびのびとした人間に育って欲しい…』という願いを持つお
母さん方によって活動を続けております。プロによる優れた演劇・人形劇など生の舞台を定期
的に観ます。また、子どもたちがのびのびと活動できるように、劇場っ子まつり・キャンプなどを通
し、幼児から、青年、親まで、みんなが主役となり、会を動かしていき、異年齢での交流の体験
ができる「子ども劇場」です

きらり健康生活協同組合
代表者名 栗村知
連 絡 先 福島市野田町1丁目 15-12 TEL：024-531-6262 E-mail seikyou@kirari-hcoop.com
活動紹介 きらり健康生活協同組合は、「いつでも誰でも安心してかかれる診療所をつくろう」と、地域住民
が手を取り合い、力を出し合い、1982年に設立されました。現在、福島市に4つのクリニックと
17の介護事業所を運営し、組合員・地域住民の方々の健康支援や介護支援を行う生活協同
組合です。

福島PHP友の会
代表者名 小熊 剛
活動紹介 PHPとは、松下幸之助によって1946年に創設されました。
「PEACE. and HAPPINESS through RROSPERITY」の頭文字で物心両面の調和ある豊かさに
よって平和と幸福をもたらそうという意味です。お互いが身も心も豊かになって、平和で幸福な
生活を送る方策を、人間の本質に照らしつつ、それぞれの知恵と体験を通して提案し考え合う
一つの場 それがこの「PHP」誌「PHP友の会」です

明日の東北(日本)を考える会
代表者名 小林眞雄
連 絡 先 福山市春日町6丁目21-3 TEL：084-941-7369
活動紹介 設立：2016(福山) 2019(福島)
ボラ会員：10人
1.17/3.11/R10復興支援
1)考える会会員支部増
2)長期ビジョン策定
3)フォーラム定例会

E-mail fkytkomsk@yahoo.co.jp

心・愛ふるさとファームin福山(地球村)
代表者名 小林眞雄
連 絡 先 福山市春日町6丁目21-3 TEL：084-941-7369
活動紹介 設立：2008年(H20)
ボラ会員：60人
新しい福祉と文化のふるさと創り
1)食のふるさと
2)働くふるさと
3)文化のふるさと"

E-mail fkytkomsk@yahoo.co.jp

O法人 こどもふ

NPO法人 こども緊急サポートふくしま
代表者名 佐藤由紀子
連 絡 先 福島市東中央1-32-2 第3三輪コーポ101 TEL：024-597-6966
活動紹介 仕事と子育ての両立ができる社会づくりを趣旨として、実践的な子育てをしてます。具体的に
は、風邪などで保育所に行けない子の預かり残業、早朝出勤など親の働き方に合わせた支
援、必要な時、必要な場所、必要な支援が届くように"

NPO法人 ルワンダの教育を考える会

NPO法人 ルワンダの教育を考える会
代表者名 永遠瑠 マリールイズ
連絡先
福島市新町8-21 TEL：024-563-6334 E-mail info@rwanda-npo.org
活動紹介 ルワンダの子どもたちのために首都キガリにあるウムチョムイーザ学園を建設・運営支援など
国際理解につながる活動。福島とルワンダの異文化交流を行っています

ぶっくしまふくしま
代表者名 中鉢 典子
連 絡 先 bookshima_fukushima@yahoo.co.jp
活動紹介 誰でも絵本を楽しめる場所をつくりたい！という気持ちで活動を始めた団体です。
座って静かに読むだけじゃなく、歌や踊り、工作やお絵描き、外国語や創作など様々な表現で
絵本を楽んでいます♪。
活動を通じて、人との関わりも大切にしています。

福島市地域福祉ネットワーク会議

福福祉ネ

代表者名 井上 秀之
連絡先
福島市土船字新林24番地 TEL：024-593-1022
E-mail fukushima.shiikifukushi.ntwk@gmail.com
活動紹介 「地域共生社会」実現に向け、高齢者・障がい者・児童と３つに区分された福祉をつなぎ、連
携協働で活動しています。分野横断的な意見交換、農福連携・移動支援・授産製品の販売
促進等、地域福祉に関する課題解決に取り組んでいます。（福島市小規模法人ネットワーク
化協働推進事業）

ともだち・カワン・コミュニティ
代表者名 中鉢 典子
連 絡 先 福島市本内北下釜47-13
活動紹介 マレーシア人の仲間と共に、福島県の中に多様な文化・考え方を持つ人たちが出 会える場を
作っています。お互いのよさをみつめ、わたしたちらしく輝ける場を一緒に楽しみましょう。
認定NPO法人 ふくしまNPOネットワーク

認定NPO法人 ふくしまNPOネットワークセンター
代表者名
連絡先
活動紹介

牧田 実
福島市大町4-15 チェンバおおまち4F TEL：024-572-7930 E-mail center@f-npo.jp
当団体は、県内のNPO・市民活動団体が活発に活動できるような環境を整え、また、その運
営を後方支援する中間支援型のNPO法人です。NPO活動や市民活動に関する情報の収集
や発信、講座の開催、組織運営の相談およびネットワークづくりなどを通して、活動支援に取
り組んでいます。また、福島市市民活動サポートセンター、ふくしま地域活動団体サポートセ
ン ター、ふくしま情報ステーションの管理運営を行っております。

青空保育たけの子
活動紹介

福島↔米沢 移動保育(米沢市保育園) 食農体験、自然体験、交流広場、たけの子café:あ
おぞら館(民泊)

明日の東北(日本)を考える会
活動紹介

3･11東日本大震災ーH30･7月豪雨災害復興支援
年に1～2回の各地区考える会の東北大会／全国大会実施

公益財団法人 日本ＹＷＣＡカーロふくしま
活動紹介

2011年に生まれた子どもが20歳になるまで、女性と子どもを中心としたサポートを行ってい
ます。

子ども緊急サポートふくしま
活動紹介

仕事と子育ての両立ができる社会づくりを趣旨として、実践的な子育てをしてます。具体的
には、風邪などで保育所に行けない子の預かり残業、早朝出勤など親の働き方に合わせた
支援、必要な時、必要な場所、必要な支援が届くように"

福島中央子ども劇場
活動紹介

子どもたちのためのすぐれた芸術(プロによる生の舞台)を鑑賞し児童文化の創造発展に努力
し、それを通して子どもたちの創造性・感受性を育むと共に、年代に応じたキャンプ・合宿・遊
びのワークショップなどを行い、異年齢での仲間作りや自主性・協調性を育む活動を行ってい
ます。

福島西子ども劇場
活動紹介

『豊かな夢と勇気と創造性を持つ、のびのびとした人間に育って欲しい…』という願いを持つ
お母さん方によって活動を続けております。プロによる優れた演劇・人形劇など生の舞台を定
期的に観ます。また、子どもたちがのびのびと活動できるように、劇場っ子まつり・キャンプな
どを通し、幼児から、青年、親まで、みんなが主役となり、会を動かしていき、異年齢での交
流の体験ができる「子ども劇場」です。

福島南子ども劇場
活動紹介

芸術鑑賞(例会)活動ー優れた演劇・人形劇・音楽など、プロによる上質な舞台公演を定期
的に鑑賞します。
体験活動（自然体験・生活体験・創造あそび）ー子どもたちが自然にのびのび活動できるよう
に子どもまつりやキャンプなどを行っています。

シャローム
活動紹介

授産製品の展示販売支援、交流仲間づくり（毎年共に生きる仲間たちのコンサート開
催）、地域づくり活動として毎月教養講座「地元学を考える会」を実施・全国でひまわりプロ
ジェクトを展開

ともだち・カワン・コミュニティ
活動紹介

マレーシア人の仲間と共に、福島県の中に多様な文化・考え方を持つ人たちが出 会える
場を作っています。お互いのよさをみつめ、わたしたちらしく輝ける場を一緒に楽しみましょう。

日本ＦＰ協会福島支部
活動紹介

FP協会会員を中心とする有志が集まって勉強会を行うスタディグループです。
1. ファイナンシャルプランナー関連分野を学んで知識とスキルを強化
2. 継続教育単位を取得 3. 仲間とのネットワークをつくる

福島市生涯学習活動推進員の会
活動紹介

私たちは、生涯学習をサポートすることで、生きがいを創出し、自己実現やよりよく生きること
を目的としているボランティアグループです。

福島市地域福祉ネットワーク会議
活動紹介

「地域共生社会」実現に向け、高齢者・障がい者・児童と３つに区分された福祉をつなぎ、
連協働で活動しています。分野横断的な意見交換、農福連携・移動支援・授産製品の販
売促進等、地域福祉に関する課題解決に取り組んでいます。（福島市小規模法人ネット
ワーク化協働推進事業）

福島PHP友の会
活動紹介 PHPとは、松下幸之助によって1946年に創設されました。
「PEACE. and HAPPINESS through RROSPERITY」の頭文字で物心両面の調和ある豊かさに
よって平和と幸福をもたらそうという意味です。お互いが身も心も豊かになって、平和で幸福な
生活を送る方策を、人間の本質に照らしつつ、それぞれの知恵と体験を通して提案し考え合
う一つの場 それがこの「PHP」誌「PHP友の会」です

