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有名人がNPO法人を立ち上げたり、NPO支援に関わっている記事が新

聞等で数多く紹介されています。アメリカなどでは、積極的にボランティア

活動に参加したりNPO法人に多額の寄附をすることが、ひとつのステイタ

スとなっています。ごく一部ですが、有名人のNPO活動をご紹介します。

※文章は各ホームページより引用しています。 

「人が人のためにできることはそう多くはありません。また、ものがどれだ

けそろったところで、そこに生きる一人ひとりが、生きていく強さを自らの中

に持たない限り、幸せを実感することは難しいでしょう。」 
 

1996年から開催している『アンコールワット国際ハーフマラソン』

による義手・義足支援をきっかけに、1998年 10月にNPOを設立。

スポーツを通じて、国境・人種・ハンディキャップを超えた「希望と 

勇気」の共有を実現することを理念としています。 

 ハート・オブ・ゴールド オフィシャル・ウェブサイト：www.hof

   

                       マラソンランナー 

NPO法人ハート・オブ・ゴールド代表理事 

                      ワタミ株式会社  

代表取締役社長・CE

NPO法人スクール・エイド・ジャパン理事長 

「私たちは一人一人の子どもたちの資質をそれぞれに磨いてあげる

であると考えています。子どもたちの夢を育み、健全な成長を促進

将来、自身に備わったすばらしい能力に気づき、それを伸ばし、そし

貢献できる子どもたちを育成することを目標にしたいと考えています
 

NPO法人として2001年３月に設立され、カンボジアを中心にし

戦争・飢饉などが原因で十分な基礎教育を受けれない子どもたちを対

援活動を行っています。 

2004年９月に、日本のNGOでは14番目のネパール社会福祉協

け、ネパール国内において教育支援活動ができるようになり、また、

カンボジア政府との間でMOU（協定覚え書き）を結びました。 

スクール・エイド・ジャパンのホームページ  http://www.sa
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                         女優 

NPO法人Ever
エバー

 Lasting
ラスティング

 Friends
フ レ ン ズ

理事長 
1999年 12月、任意団体エルフとして活動を開始。心無い飼い主に捨てられた、

ホームレスのイヌとネコ。施設などへ連れていかれる前に、ひとつでも多くの動物

の命を救えたら…そんな願いからエルフ（ELF）は生まれました。2007年 10月

にNPO法人として再出発し、さらに活動の場を広げています。 

また、全国でチャリティーコンサート等を開催し、イベント会場ですだち笛を配

布していました。 
 

「すだち笛」は、2000 年より郡山市で心身に障がいを持つ方々の就労と自立の支

援を目指し、社会へ巣立っていこうという願いを込め製作し、配布してきた笛です。 

 

                        野球選手 

NPO法人NOMOベースボールクラブ理事長 

「どうしても野球を続けたい、もう一度野球に挑戦したい… 

そのような強い思いを抱きながらも、野球を続けたくても続ける 

環境がなく、自分の夢に挑戦し、完全燃焼することのできない才能ある選手が 

たくさんいます。その一人でも多くの選手に野球に取り組める環境を提供する 

とともに、青少年たちに野球のすばらしさを伝えたい。」 

 

NPO法人として200４年１月に設立され、アマチュア野球の普及発展に貢献する

ための活動を行い、スポーツの振興をはかるとともに、野球を通じて青少年の健全育

成や健康体力の向上を推進することを目的としています。 

 

                         女優 

NPO法人アクアプラネット理事長 

「私たちはサンゴ礁の再生活動を行っています。その活動が、 

少しでも循環型ライフスタイルをみつめるきっかけとなれば幸いです。」 

海を含めた自然破壊が地球規模で進んでいるという悲しい現実に直面し、それに対

して目を背けるわけにはいきません。 

私たちは〈美ら海〉から大きな感動を与えられ育ってきました。この感動を、私た

ちは子供たちの世代へ、さらにその子らへと継承していきたいと思っています。この

活動が、私たちや参加したすべての人たち、偶然でもこの活動を知ることになった

人々の間で、少しでも循環型ライフスタイルをみつめるきっかけとなれば幸いです。 
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この団体って？ 
心豊かな地域社会を市民の力で創造し

てゆくため、福島県内で活動するＮＰＯ

活動団体（ボランティア団体、市民活動

団体、ＮＰＯ法人など）の活動を促進す
 

 

 

 

公益信託うつくしま基金 

平成 20 年度（第６回） 

スタートアップ支援コース 

後期募集 
期間： 
20年６月13日（金）～７月14日（月） 

会開催日：平成20年７月19日（予定） 

い合わせ 
法人うつくしまNPOネットワーク 

3-8005 郡山市清水台２丁目1-17 

tel  024-923-1119 

fax  024-991- 7241 

http://www.utsukushima-npo.jp/ 

E-mail  office@npo-center.jp 

るための支援活動などを行い、市民自ら

が考え行動してゆく活力ある社会づくり

を行うことを目的としております。 

主な事業は次のとおりです。 

① 福島県内のNPO活動の応援・支援 
② 公益信託うつくしま基金運営のサポ
ート 

③ NPOバンクの研究と組織化 
④ 新たな県民運動の検討活動、ふくしま
県民活動支援センターとの連携 

⑤ 市民活動支援センターなどとの連携 
⑥ 行政とＮＰＯ関係の協働を推進する
活動 

⑦ その他、市民活動に関連する事業 

公益信託うつくしま基金 
平成１９年度（第５回） 
活動実績報告会 

本の無償提供のご案内 
 

 病院ボランティア「紙ふうせん」では、古本を募集しております。 
 そして、たくさんの本の協力があり、病院の各場所に配置しております。 

おかげさまで、思った以上のご協力をいただきましたので、 
 本を必要とする、より多くの皆様方にもご利用いただければ幸いです。 

 
詳細については下記までご連絡ください。 

 
● お問い合わせ ● 

（財）脳神経疾患研究所 付属 総合南東北病院内 

病院ボランティア「紙ふうせん」 

コーディネーター 都築 

tel 090-3647-7509 

 



 

平成２０年度の「ボランティア活動保険」の受付を開始します 
ボランティア・市民活動を安心して行っていただくために、平成20年度（平成20年

４月１日から平成21年３月３１日まで）のボランティア活動保険の申込を開始します。 
 

加入申込者 

社会福祉協議会およびその構成員・会員ならびにボランティア個人またはボラン

ティアグループ、ＮＰＯ法人またはその所属の無償のボランティア 

（ただし、社会福祉協議会に登録または委嘱されていることが必要） 
 

被保険者（補償の対象となる方） 

ボランティア個人、ボランティアの監督義務者・ＮＰＯ法人（賠償事故のみ） 
 

対象となるボランティア活動 

日本国内における「自発的な意思により他人や社会に貢献する無償のボランテ

ィア活動」で、下記の①～③のいずれかに該当する活動とします。 

① グループの会則に則り企画、立案された活動であること（グループが

社会福祉協議会に登録されていることが必要）。 
② 社会福祉協議会に届け出た活動であること。 

③ 社会福祉協議会に委嘱された活動であること。 
 

掛 金 基本タイプ  Ａ 260円   Ｂ 420円    Ｃ 590円 

    天災タイプ 天災Ａ 460円   天災Ｂ 770円   天災Ｃ 1130円 
 

●加入申込手続き・お問い合わせ 
      郡山市社会福祉協議会 ボランティアセンター 
      郡山市総合福祉センター１階 

         tel ０２４―９２４－２９６８／fax  ０２４－９３２－６７６８ 

各プランの

保険料 
（掛金）を

引き下げま

した。 

イオン 幸せの黄色いレシートキャンペーン 
 

毎月11日のイオン・デーには、地域のボランティア団体などの名前 

と活動内容を書いた投函BOXをお店に置いています。 

この日は、お客さまがレジ精算時に受け取られた黄色いレシートを 

応援したい団体の投函BOXへ入れていただくと、お買い上げ金額合計 
の１％が地域ボランティア団体などに希望する品物で寄贈されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 

サポートを必要としているボランティア団体と、 
「応援したい」という気持ちをお持ちのお客さまを 

結ぶ取り組み、それが 
「イオン 幸せの黄色いレシートキャンペーン」です。 
 

 イオンでは、地域社会を元気にする助成先団体を募集しています。
 
●お問い合わせ  郡山フェスタ店  郡山市日和田町字小原１ 
         tel 024-968-106９（総務直通） 副店長まで 



募集要項・申込書は、各助成

名 称  三井物産環境基金「2008 年度 第１回 活動助成」 

内 容 経済と環境が調和する持続可能な社会の実現を目指し、地球環境

まざまな活動が支援されるもの。対象団体は日本国内に拠点をも

公益法人、大学で活動実績が 3年以上の団体で、日本国内および

問題の解決に関わる「実践的な活動」に対して助成されます。

金 額 総額：最大 3億円、1件当たりの上限設定なし（案件の効率的

締切日 2008 年 4 月 30 日(水) ※消印有効 

ＵＲＬ http://www.mitsui.co.jp/csr/fund/promotion_recruitment/1186

連絡先  〒100-0004 東京都千代田区大手町 1-2-1  

三井物産株式会社 ＣＳＲ推進部 三井物産環

       電話(03)3285-3316  Ｅ-mail:MBK-Kankyokik
 

名 称 2008 年度富士フィルム・グリーンファンド助成 

公益信託富士フィルム・グリーンファンド事務局 

内 容 自然保護や環境保全活動が支援されるもの。「活動助成」は身近

とのふれあいを積極的に行っていること、「研究助成」は身近な

の促進に関する具体的な研究や、ふれあいの場としての緑地の質

研究等を行っていることが条件。 

金 額 総額：850 万円(４件程度予定) 

締切日 2008 年 5 月 19 日(月) ※同日消印有効 

ＵＲＬ http://www.jwrc.or.jp/shintaku/2008koeki.htm 

連絡先 〒110-8676 東京都台東区下谷 3-10-10  ㈶自然環境研究

公益信託富士フィルム・グリーンファンド事務

電話(03)5824-0960  FAX(03)5824-0961 
 

名 称 「エイブルアート・オンステージ」活動支援プログラム第 5期

エイブル・アート・ジャパン 

内 容 障害のある人たちが舞台芸術の分野に参加する機会をつくった

才能を発見したり、開花させる機会をつくる活動や新しい表現に

ストが、「障害」や「ちがい」に向きあい、さまざまな人ととも

で、これまでにみたことのない作品を生み出す活動などの刺激的

るもの。活動期間は 2008 年 7 月～2009 年 4 月まで。 

金 額 上限 150 万円（公演実施までにかかる経費の 80%以内） 

締切日 2008 年 5 月 15 日(木)  

ＵＲＬ http://www.ableart.org/ 

連絡先 〒164-0003 東京都中野区東中野 4-4-1 ポレポレ坐ビル 3F

エイブル・アート・ジャパン（担当：太田） 

       電話 03-3364-2140 FAX03-3364-5602  Ｅ-ma

 
ご不明な点は、アシストパーク郡山にお問合せください。

その他、常時募集の助成金情報やコンテスト情報などもあ
 

2008年３月31日現在の情報です。 
先へ請求するか、各ホームページからダウンロードしてください。
問題の解決に向けたさ

つ NPO 法人、中間法人、

海外における地球環境

 

な実施に必要な金額） 

697_2757.html 

境基金事務局 

in@mitsui.com 

な自然の保全や、自然

自然環境の保全・活用

的向上を目指した実証

センター内 

局 

支援先公募 

り、隠れている可能性や

挑戦しているアーティ

に表現を追求すること

な取り組みが支援され

  

il:office@ableart.org 

 
ります。 



平成２０年３月３１日現在

特定非営利活動法人　若葉の会

認証年月日 平成17年9月7日

代表者名 二瓶　賀孝

事務所所在地 郡山市大槻町字土瓜６７番地の１８

電話番号 ―

特定非営利活動法人　ヒューマンコミュニティサポートＡⅰ

認証年月日 平成17年10月6日

代表者名 矢吹　孝志

事務所所在地郡山市芳賀二丁目２１番１０号

電話番号 ―

特定非営利活動法人　ら・でぃっしゅ

認証年月日 平成17年11月14日

代表者名 石原　廣子

事務所所在地郡山市香久池一丁目２０番２８号

電話番号 ―

特定非営利活動法人　ポプラ福祉会

認証年月日 平成17年11月15日

代表者名 遠藤　義裕

事務所所在地郡山市開成六丁目２９６番地の１

電話番号 ―

特定非営利活動法人　未来の森づくり

認証年月日 平成17年11月30日

代表者名 野崎　進

事務所所在地郡山市安積町荒井字猫田５６

電話番号 ―

この法人は、（１）国産材を利用した健全な住宅づくりや植林活
動を通じて、日本森林育成・保全に関する事業を行い、木材資源
の循環が効率よく行える資源循環社会の確立、ならびに林業をは
じめとする地域産業の活性化に寄与することを目的とする。
（２）東南アジアでの植林事業を行うことで、東南アジアの森林
保護を実施し、地球環境の保全に寄与することを目的とする。
（３）奨学支援、学校建設支援、中古パソコンの教育施設への寄
贈を通じて、タイ・ネパールをはじめとした東南アジアの教育支
援を目的とする。

50

46

この法人は、消費者金融等から多重債務に困惑する一般市民に対
して、債務整理の研究と実務知識の向上に努め、債務に関する相
談・助言・カウンセリング事業、多重債務者本人による債務整理
（自己破産・特定調停・個人再生等）支援事業、債務整理に関す
るホームページの開設・運営を介在とする啓発事業、多重債務の
再発防止に関する調査・研究・研修事業、多重債務の再発防止に
関する講習会・セミナー及びその関連事業等、一般市民の人権を
守ると同時に、多重債務者が平穏な生活を回復し、生活の安定に
寄与することを目的とする。

47

この法人は、子どもからお年寄りまで、生きがいのある
生活づくり支援に関する事業を行い、広く社会に寄与す
ることを目的とする。

48

この法人は、地域の様々な年齢層の方に対して、社会教
育、子どもの健全育成、経済活動の活性化、消費者の保
護を図る事業を行うことにより、地域社会の振興と社会
教育の推進を目的とする。

49

この法人は、社会復帰に向けた活動及び生活に対する援
助、支援を行い、障害者の福祉向上に寄与することを目
的とする。

　県の認証を受けて法人設立となった「特定非営利活動法人」一覧を、
県ホームページから抜粋して掲載しています。
　表の右側には、定款に記載された目的を掲載しております。
これは、主たる事業に関する目的であり、NPO法人の活動を
限定するものではありません。

http://www.pref.fukushima.jp/npo/hpnew/excel/ninsyoujyoukyou.xls



 

 

 
今回ご紹介いたしますのは

菊地裕美さんです 

市内在住で市民活動をされている方々をリレー方式でご紹介していくコーナーです 

ご出身は？ 
「郡山市です。」 
 
ご趣味は？ 
「植物を育てることと読書です。」 

 
具体的にどんな市民活動をしているのですか？ 
「仕事も庭の設計・施工で植物に関わる仕事

をしているのですが、植物を療法的に活用

する園芸療法の普及をめざして、様々なワ

ークショップを開催しています。 
また、施設の高齢者や学生さん、地域の

方々と園芸を通してのコミュニケーショ

ン作りやまちづくりのお手伝いもしてい

ます。」 
 

活動をするきっかけになったできごとは 
何ですか？ 
「自分自身が植物に癒され、植物に関わるこ

とで生きる勇気をもらったことです。」 
 

市民活動をしていてよかったと思うことは 
どんなことですか？ 
「社会では弱者扱いで、発言や表現の場がな

かなか与えられない立場の方々の潜在能

力の素晴らしさや、人間としての尊厳に触

れさせて頂いた時など、大きな感動があ

り、こちらの方が励まされ、多くのことを

教えられています。」 

次回は
地域のボランティアの方たちと 
ミニパークを作っているところです。

読者

「

植物から得られる様々な可能性を

これからも多くの人に知ってもら

い、体験する喜びを伝えていきたい

と思っています。 

の皆様にひとこと。 
植物は、そこにあるだけでも私たちを癒

してくれます。また、それを介した活動

は様々なバリアを乗り越えて私達の心を

通わせてくれます。」 
菊地さんの紹介で影山 温子さんの予定です。 
お楽しみに！ 

壁掛けやちょっとした置物などの

クラフト作りの様子です。 



 

 

今回ご紹介するのは、

社団法人 郡山青年

  

まちづくり・ひとづくり 
まちづくりや、次代を担う青少

ために様々な事業を行っています

・高校生を対象とする、こころの

「全国高校生心のメッセージ v

・中学生を対象とする、「久米賞・

・小学生を対象とする「わんぱく

・市民を対象とする「市民音楽祭

 他にも多種多様な運動を展開し

郡山青年会議所では、来年度の

会員を募集しております！！ 
 

 郡山市内および隣接する市町村

住している満 20 歳以上 38 歳未

方。人種、国籍、性別、宗教、思想

なく、品格のある青年であれば、ど

でも入会できます。 

郡山青年会議所（郡山 JC）とは
1961年（昭和 36年）に全国

足しました。以来47年に渡り、わ

交通問題など、様々な角度からま

して参りました。 

郡山で「交通安全塔の設置」「民

「郡山リトルリーグの発足」（19

や市民の皆様と共に取り組んでき

会員は社会全体の幸せを願い、

って、明るい豊かな社会を築きあげ
市民活動レポート 
あしすとぱあく イベント情報でも登場しました、 
会議所です。山口理事長にお話を伺いました。

年の健全育成の

。 

サミット2008

ol.Ⅳ」 

百合子賞」 

相撲」 

（仮称）」 

ております。 

 

に居

満の

の別

なた

メ

市

す

住

歳

で

さ

 
で197番目の青年会議所として発

がまち郡山のために、文化、経済、

ちづくり、ひとづくりを考え、実践

間テレビ局開局運動」（1962年）

77年）など、JCだけでなく、行政

ました。 

青年としての英知と勇気と情熱を持

ることに、日夜努力しております。 

連絡先  社団法人郡山青年会

〒963-8005  郡山市清水

            商工会議

TEL 024-932

     FAX 024-932

E-mail office@koriyam

HP   http://www.k
 

ンバーは、郡山

内および隣接

る市町村に居

している満 20

以上、40 歳ま

の青年で構成

れています。 
、

大会、交流、セミナー 
毎年開催される様々な大会に参加を

し、全国各地の JCメンバーと交流を図

ります。また、姉妹 JCの奈良 JCとは

毎年互いの市民祭りに参加し、親睦を深

めています。 

2006年10月５日～10月８日まで

の４日間、第55回全国会員大会が郡山

で開催されました。全国各地より約

15000人の会員が一堂に会し、記念事

業などを通じて、市民の皆様と共に、音

楽都市郡山市の全国的 PR やまちづく

り運動を行いました。 
例会 
月に一度「例会」

を開催しています。

毎月の運動報告など

の他、様々な分野で

活躍している方を招

いて、講演を行った

りしています。 
議所 

台１-３-８ 

所会館515号室 

-2289 

-2857 

a-jc.or.jp 

oriyama-jc.or.jp 



 

 

 

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。

その上で、市民自主企画講座・イベント

の認定事業とし、審査結果については、応

募のあった方に通知いたします。 

市民自主企画講座・イベント募集 

みなさんが企画する講座、講演会、研修会、イベントなどをお手伝いします。 

 

内容：①ボランティア活動や市民活動に対する啓発や参加するきっかけ作りを目的とす

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事業の企画から運営までを責任を持って自主的に行うことができる団体および

個人。 

 

事業期間：平成20年６月1日～平成21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、 

平成 20年４月10日（木）～平成20年５月16日 

（金）までにアシストパーク郡山へ直接来所もしくは 

Ｅメールでご応募ください。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

場 所：ビッグアイ７階 市民交流プラザ和室 
定 員：２０人 

日 時：平成20年４月26日（土） 

    午前 10時～12時 

テーマ：市民活動懇談会 

～今こそ協働について 

一緒に考えましょう～ 

 
偶（ぐう）数月に、率直（ちょく）な意見を、 
アシストパーク（ぱぁく）で話し合いませんか？ 
市民活動の観点から、毎回のテーマに沿って 
フリートークで井戸端会議をしましょう。 

ボランティアや市民活動で実際に活動をしている方、 
活動に興味・関心のある方、見聞を広めるチャンスです。

 

 
 

ボランティア・市民活動講演会 中止のお詫び 
 
平成 20年２月 24日に予定しておりました池田香代

子さんの講演会は、悪天候による交通事情のため、や

むなく中止となりました。 
お申し込みいただいておりました多くの皆様に、多

大なるご迷惑をおかけしました。ここにお詫び申し上

げます。 
 

日 時：平成20年６月下旬【予定】

テーマ：広報こおりやま６月号で 
ご確認ください 



 

 

よろしくお願い申し上げます。 

 

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

 次回号予告  
 次回は７月６日発行予定です。 
おもな内容は、引き続き 

 市民活動レポート（スタッフが取材します） 
 活動団体 リレー紹介 
 ＮＰＯ法人認証団体紹介 
の他に、協働って？ を特集します。 
なお７、８、９月についての情報もおまちしております。

締め切り ６月１日（日） 

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６Ｆ） 
      TEL･FAX ０２４－９２４－３３５２ 

E-Mail shimin-support@city.koriyama.fukushima.jp 

2008年４月発行 
 

 

４月からスタートした「郡山市第五次総合計画」にそったまちづくりを 

進めるため、市民の皆さんが利用しやすく、わかりやすい組織となるよう、

市役所の組織の一部を改めました。 

 

アシストパーク郡山は 

新設された市民協働推進課へ移行しました。 

当センターの機能についてはこれまでと同様で、 

スタッフ一同、より一層の行政サービスに努めて 

まいりますので、今後ともアシストパーク郡山を 
スタッフのこばやしです。 

4月からスタッフの仲間入りです。

まだ、入口にすらはいっていない初心

者どころか傍観者といったところで

すが、早く初心者になれる うがんば

ります。 

これからよろしく 

お願いします。 

編集後記 
今年花粉症デビューした方はいらっしゃ

いますか？今年は症状が重いようですので、

キャリア更新中の方も用心が必要ですね。 
あと１ヶ月くらいの辛抱です…(>_<) 
 

お花見の予定はいかがですか？ 
私は、去年初めてでかけた開成山の夜桜を、

今年も家族で見に行けることを 
楽しみにしています。三春の滝桜も 
見てみたいなぁ。     みずの 
よ

次回は 
７／６発行
あしすとぱあく（機関紙） 
市内の小・中学校、高校はじめ

とした教育機関、公共施設、 
ＮＰＯ法人団体など市民活動関

連機関に、毎回1６00部を発行

しています。 


