《わくわくふれあいまちづくり（３／９～３／２３）パネル展の様子》
＝市役所本庁舎１階 市民ギャラリーにて＝

もっとアシストパーク郡山をたくさんの方に利用していただきたい。
もっと利用する方の力になりたい。
楽しく、情報あふれるなかみにしていきたいと思います。
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皆さんが企画する講座、講演会、研修会、
イベントなどを支援します。
内

容：①ボランティア活動やＮＰＯ活動等に参加するきっかけづく
りを目的とする講座・イベント等の事業。
②単に団体等のＰＲとなるもの、公序良俗に反するもの、営
利目的のもの、特定の政党および宗教を支持し、またはこ
れに反対するようなものは除きます。

対

象：①主に、郡山市内で活動しているボランティア団体及び市民
活動団体（ＮＰＯ法人含む）が行う講座・イベント等で一
般公開が可能なものです。
②責任を持って事業の企画から運営までを自主的・主体的に
行うことができる団体等。

事業期間：５月１日～平成２２年３月３１日までに実施する事業。
申し込み：応募用紙に、講座（イベント）名・内容・実施時期・希望会
場・主催者名をご記入の上、アシストパーク郡山へ直接来所
またはＥメールで、ご応募ください。
支援の内容：主に、①郡山市内公共施設の会場手配
（空き状況により希望会場と異なる場合があります。）
②広報活動の支援
③アシストパーク郡山の備品の優先利用
④当日イベントへのスタッフ派遣等
を行います。

ご応募いただいた団体等とのヒアリングを行ったあと、本事業
の趣旨に適合しているかどうかについて審査をいたします。
審査結果については、応募のあった方に通知いたします。

２１年４月から♪

郡山市を中心とする、市民活動に役立つ助成金などのお役立ち情
報、講習会やイベント等のお知らせをメールでお届けします。
ご利用には登録が必要となりますので、下記をご覧ください。
サポートメールの主な内容
①助成金等情報
（郡山市や福島県、国、民間団体が実施するもの）
②市民協働推進課からのお知らせ
（市ウェブサイト更新情報、機関紙発行等）
③市民活動団体の情報
（郡山市で支援している団体やグループの紹介など）
④講座・イベントのお知らせ
（郡山市の催し物や市民活動団体の催し物など）
⑤その他、必要とする情報
サポートメールの配信登録をするには
１．「登録」画面において、利用条件や注意事項を説明した「ご利用に
あたって」をはじめにお読みください。続いて、登録フォームに必要
事項を入力してください。
※「登録」画面は、郡山市ホームページ「市民協働サポートメール」
（http://www.city.koriyama.fukushima.jp/）
へ掲載しています。
２．登録されたメールアドレスあてに「登録確認メール」が届き、登録
完了となります。
配信日
原則毎月１０日とし、土・日・祝祭日と重なった場合は、その前日に
お届けします。なお、助成金募集案内やイベント開催における告知など
は、必要に応じて随時発信いたします。
その他、サポートメールの登録を変更・解除する場合には、「変更・
解除」画面上で必要事項を入力、送信していただくことになります。
登録はホームページ以外にも紙・ファックスでも可能です。
詳しくは、アシストパーク郡山へお問い合せください。
【お問合せ先】
市民活動サポートセンター〔アシストパーク郡山〕
住 所：〒963-8002 郡山市駅前二丁目 11 番 1 号
（ビッグアイ 6 階）
ＴＥＬ：024(924)3352
ＦＡＸ：024(924)3352
E-mail：shimin-support@city.koriyama.fukushima.jp

◆募 集 期 間
平成２１年４月３０日（木）まで
◆募 集 事 業
①地域づくり活動支援事業
地域のさまざまな資源を生かし、地域づくり活動を行う団体
の事業や計画づくりに助成
【想定される分野】自然､文化､歴史､民俗芸能､伝統行事など
②市民提案型活動支援事業
市と協働で進めることで、まちづくりへの波及的な効果が期
待できる市民活動団体の提案による事業や計画づくりに助成
【想定される分野】環境､福祉､教育､産業､国際交流など
◆募集団体数
①②あわせて１０団体程度
◆補 助 額
補助対象経費の２分の１以内
補助限度額２０万円
※５月以降に実施する活動
が対象となります。

講師謝礼やイベント
に要する経費など

◆応 募 資 格

自主的・主体的に活動を行う市民活動団体

◆お問合せ・申込書配布場所・申込先
市民部市民協働推進課（市役所分庁舎３階）
ＴＥＬ：924-3471
ＦＡＸ：931-5186
メール：shiminkyoudo@city.koriyama.fukushima.jp
市民活動サポートセンター〔アシストパーク郡山〕
（ビッグアイ６階）
ＴＥＬ：924-3352
ＦＡＸ：924-3352
メール：shimin-support@city.koriyama.fukushima.jp

人材育成を考えている団体等の皆さん、
講座等の受講費用を助成します！

◆対象講座

市民活動団体が専門的な手法等を習得するため
の講座等を対象とします
◆応募資格
市民活動を実践している団体で、新たな活動展
開を計画している団体
◆補 助 額
受講料・旅費等の２分の１以内
補助限度額５万円
◆募集団体
３団体程度（講座等開催２週間前までに
お申し込みください。）
申込書配布場所・申込先
・市民部市民協働推進課(市役所分庁舎３階)または
・市民活動サポートセンター〔アシストパーク郡山〕まで

音楽と郡山のまちを愛する人たちが
手づくりの音楽祭を開催します。
会場ごとに、様々なジャンルの演奏
を聴くことができます。
こどもの日は、ご家族そろってスト
リートライブをお楽しみください。
期
時
会
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

国
日：５月５日（火）※こどもの日
道
間：午前１１時～午後３時
合
4
さくら通り
同
場：７箇所で開催予定
号
庁
線
モルティ１階（クラシック）
舎
駅前大通り（フォーク・ジャズ）
通
はやま通り
うすい前（ジャズ）
り
中町緑地公園（ヒップホップ）
麓山公園（フォーク・ブルース）
文化通り
芳山公園（１９６０年代ロック）
ゆうちょ銀行前（ロック）
お問い合わせ先
郡山市虎丸町１９－２１ 虎丸ビル１階
郡山ＤＡＫＡＲＡ音楽祭実行委員会 委員長 宗形正子
TEL：９００－２８９６
後援：郡山市（市民協働推進課
９２４－３４７１）

郡
山
駅

イベント・募集情報

応募条件
科学館の活動に興味があり、
ボランティア活動への熱意が
ある方。都合の良い時間帯に
※鉄道ジオラマボランティアは、
活動して頂きます。
応募対象
ＪＲ関係者のみの募集となります。
中学生を除く１５歳以上で
健康な方。
※未成年者の方は、保護者の
承諾書が必要となります。
募集期間
※夜の活動が中心となります。
４月３０日（木）まで
※応募後は、登録前オリエン
ボランティア
テーションを行います。
グル ープは
お問い合わせ先
以上の４つに
郡山市ふれあい科学館
分かれています。
住所：郡山市駅前
2－11－1
詳細はこちらまで
（ビッグアイ 20～24 階）
TEL：９３６－０２０１

活動内容：リサイクルの推進を目的として、衣類などのチャリティー
バザー等を行い、まちづくりの問題へ取り組むものです。
活動の特徴として、地域内循環１００％を目標に掲げてい
ます。
対 象 者：わたしたちと連携して活動が行える、ボランティアや市民
活動を行う団体。
（実例として、おさがりバザーの開催等
があります。）
活動時期：お問合せください。
お問合せ：ＮＰＯ法人 ザ・ピープル
いわき市小名浜字本町 11-1 まちづくりｽﾃｰｼｮﾝ小名浜内
ＴＥＬ・ＦＡＸ ０２４６－５２－２５１１
この団体って？
主に古着のリサイクル活動から、環境・障がい福祉・まちづくり問
題など、幅広い活動で取り組みを行うＮＰＯ法人です。活動の詳細は、
ホームページ（http://www.iwaki-j.com/people/）をご覧ください。

アシストパーク郡山主催

平成２１年度 第１回

※お申し込みは、アシストパーク郡山まで。

だらだら会議、沈黙の会議をしていませんか？ 会議が生き生きすると、
活動も生き生きしてきます。会議の企画から種類に応じた進行方法、議事録
の作り方・活かし方、会議の記録と評価など、実例を交えながらワークショ
ップ形式で「会議の技法」を学びます。

５月３１日（日） １０：３０～１６：３０

●日時：

●会場：ビッグアイ７階 第３会議室
●講師：ＮＰＯ法人うつくしまＮＰＯネットワーク副理事長 江川和弥さん
●対象：ボランティアや市民活動を行っている方
団体の設立を考えている方
●定員：３０名
●参加料：無料

募集要項・申請書は、請求するか、ホームページからダウンロードしてください。

財団名
内 容

締切日
問合せ
・
申請先

第 21 回「わかば基金」
・第 1 部門 支援金贈呈
地域で活発な福祉活動をすすめ、この支援金で、より活動の
幅を広げていこうというグループ、NPO 法人を対象。1 グループ
につき上限 70 万円。
・第 2 部門 リサイクルパソコンの贈呈
パソコンを利用して、すでに地域で活発な福祉活動に取り組
み、台数を増やすことで、より、高齢者や障害者に直接役立つ
活動の充実を目指しているグループ、NPO 法人を対象。1 グルー
プに 3 台まで。
※第 1･第 2 部門、両方の部門への応募は受け付けません。
5 月 22 日（金）必着
ＵＲＬ http://www.npwo.or.jp/
〒150-0041 東京都渋谷区神南 1-4-1 第七共同ビル
ＮＨＫ厚生文化事業団「わかば基金」係
電話 03 (3476) 5955

←※名称を変更しました。

４月（第１回）のテーマは・・・

自主企画講座・イベントの支援、地域づくり助成事業について
日時：平成２１年４月２５日（土） 午前１０時～正午
会場：ビッグアイ７階 第１会議室
定員：先着２０人 ※参加無料
対象：テーマに関心のある方ならどなたでも
申込：アシストパーク郡山の窓口、電話またはＥメールで

★ボランティア・市民活動に関するお問い合わせは
アシストパーク郡山または、
郡山市社会福祉協議会ボランティアセンターへ。

次号６月発行

★次回号予告 次回は６月発行予定です。
「市民活動レポート」や「市民団体リレー紹介」の他に、
特集記事を予定しています。なお、６月から８月についての市民活動情報
もお待ちしています。締め切りは５月３日（日）です。

≪編集後記≫
ＷＢＣ日本代表が再び世界一に！
侍ジャパンの監督や選手たちが、
連覇を目指し一丸となって戦う姿に
とても感激しました。
私たちアシストパーク郡山のスタ
ッフも、市民活動を行っている皆さ
まや活動を始めたい方々が活動しや
すい環境づくりのため、精一杯サポ
ートをさせていただきますので、引
き続き、よろしくお願いいたします。
いとう

●発行・編集：アシストパーク郡山
（市民活動サポートセンター）
〔郡山市市民部市民協働推進課〕
●〒 963-8002：郡山市駅前二丁目
11 番１号（ビッグアイ６階）
●T E L ･ F A X：（９２４）３３５２
●E‐Mａⅰｌ：
shimin-support@city.koriyama.
fukushima.jp
●開 館 時 間：午前１０時～午後
７時まで
●休館日：毎週月曜日
１２月２９日～１月３日

☆２００９年４月発行☆

