
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成 26 年度活動の報告】 

 「喜多方市ボランティア支援センター」から「喜多方市市民活動支援センター」 

に変わり 2 年が経過しました。市民と行政との協働による取組みの定着化を図るため、 

平成 26 年度も継続して中間支援団体としての活動を行ってきました。 

 ◆地域における市民活動団体の実態の調査と整理 

 ◆市民活動団体が抱えている課題の解決に向けて、他団体や行政との情報交換会の開催 

 ◆広報誌（隔月発行）やホームページによる情報の発信    ◆各種相談対応 

 また、昨年度は新たな試みとして「市民活動フェスティバル」を開催しました。各団体の活動内容や成果を発表し、 

団体同士の連携強化や交流を深める場として 36 団体が参加し、約 1,000 名の皆さまに楽しんでいただきました。 

 毎年恒例の「伝・北方昔語りおもてなしコーナー」は、きたかた古里語りの会と協働で９月から 11 月まで、喜多方 

駅構内・喜多方市蔵の里の２会場で開催しました。古来より伝わる民話などを会津弁で語り、聞く人に地元の文化や歴史、人

情に触れて喜多方の良さを実感していただきました。 

 支援センターを運営する「NPO 法人喜多方市民活動サポートネットワーク」としては、喜多方市厚生会館・中央公民館分館

の指定管理者として施設の管理運営をしてきました。施設の修繕や美化、職員のスキルアップ等を行い、利用しやすい施設づ

くりに努めてきました。また、市民サービス事業として、印刷・コピー・文書作成（有料）や初心者向けのパソコン教室も行

っています。 

 昨年度の反省をふまえ、平成 27 年度も多様な市民活動がより活発になるよう、市民活動団体と行政の間に立ち、支援する

拠点として事業を展開していきたいと思っています。今年度もご協力をよろしくお願いします。 
  

※NPO 法人喜多方市民活動サポートネットワーク（喜多方市市民活動支援センター）では、活動にご理解・ご賛同いただい

た方々のご支援をお待ちしています。会員となって私たちを支えていただけませんか？ 

・正 会 員 （個人）2,000 円（団体）10,000 円／年   

・賛助会員 （個人）1,000 円（団体）15,000 円／年   詳しくは事務局までお問い合わせください。 

発行：喜多方市市民活動支援センター 

  TEL/FAX 0241-22-0603 E-mail spnet@shiencenter-kitakata.jp 

URL http://www.shiencenter-kitakata.jp/       

 平成２７年２月２２日（日）、喜多方市厚生会館で「市

民活動団体情報交換会」を開催しました。テーマは、会

員の減少と高齢化について。19 団体３３名が参加して

くださいました。 

 まず先進事例紹介として２団体が発表を行いました。 

日中線しだれ桜プロジェクト：実行委員長 唐橋 修 氏 

 「喜多方に世界一のしだれ桜散歩道を作りたいんで

す」をスローガンに、日中線跡地にある日中線しだれ桜

散歩道を延長しようと活動している団体です。自分たち

の活動を周知するための方法や、会の趣旨への理解と協

力を得るための努力などを聞かせていただきました。今

後更なる充実を図るため、NPO 法人になるそうです。 

喜多方発 21 世紀シアター実行委員会：篠田 直子 氏 

 全国からプロの演者が集まり、喜多方の各所で公演を

行う「喜多方発 21 世紀シアター」。今年で 16 年目を

迎えるアートフェスティバルです。これまでにはいろい

ろな苦労があったそうです。そんなときどう考えたか、

どのように軌道修正をして活動を充実させていったの

か、などを聞かせていただきました。 

 

 2 つの事例発表を聞いて、会員拡大のためには自分た

ちの活動を充実させ、人を引き付ける魅力あるものにし

ていくことが大切なのだと感じました。 

 

 

 

 現場からレポート‼  
 続いては、事例発表のお二人と NPO 法人まちづくり

喜多方の蛭川靖弘代表理事をアドバイザーに迎え、意見

交換を行いました。今回は、事前にテーマについて各団

体の取り組み状況をお聞きしていたので、それをもとに

会を進めました。 

 会員拡大のため、それぞれに声掛けや広告媒体をつか

っての勧誘はしているが、成果が上がらないのが現状の

ようです。活動の充実のためには、イベント参加や他団

体との連携、スキルアップなども行っているそうです。

当日の意見としては、 

★集まる時間帯を考える（仕事が終わってからでも参加

できるように） 

★お酒の場も有効（声掛け、会員の団結など） 

★やれることではなくやりたいことを語り合う（自分た

ちがまず楽しむことが大事） 

★共通のユニフォームがあると気分が上がる（会の一員

であるという意識） 

などがありました。 

 高齢化は社会全体 

の問題でもあるので 

解決は難しいかもし 

れませんが、それぞ 

れに何かヒントを持 

ち帰っていただけた 

のではないかと思います。次回もたくさんのご参加をお

待ちしています。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各団体の詳細情報はホームページ

に掲載してあります。 

ご覧ください！ 

喜多方市市民活動支援センターは 
NPO 法人喜多方市民活動 

サポートネットワーク（さぽねっと）が
運営をしています。さぽねっとでは会員を 

募集しています。詳しくは事務局まで‼ 

↑ココ 

〒966-0806 
喜多方市字水上 6846 喜多方市厚生会館内 
TEL／FAX 0241-22-0603 
運営時間   8：30～17：00 
      （月～金曜日 ※祝日除く） 

喜多方市市民活動 

支援センター 

喜多方市市民活動支援センター広報誌・ホームページには市民活動団体の

紹介や活動情報などを掲載しています。情報掲載を希望する方は、直接事務

局へお越しいただくか、メール、FAX でも受け付けています。 

広報誌の次回発行予定は 6 月です。６、7 月のイベント情報は 5 月中旬

までにお寄せください。市民活動団体の情報は随時受け付けています。 

情報をお待ちしています‼ 

  

  

～情報を募集しています～ 

喜多方市市民活動

支援センター 
検索 

市民活動団体紹介 

喜多方マジック愛好会 

―活動の内容を教えてください  
 毎月 1 回、日曜日の午後 1 時から 5 時まで、喜多方プラザで練習会を開催し、

毎回楽しく練習を行っています。 

 日頃の練習の成果を披露する発表会を開催したり、ボランティアで喜多方市内

の介護施設や小学校、保育園、幼稚園などを訪問したりもしています。各施設の

方々から大変喜ばれ、私たちの励みにもなっています。 

 

 

会長：新明 芳次 

 

イベント情報 

民謡小湊会 あじさいの集い 

 

 会員及び喜多方の民謠団体による民謡演奏と踊りの発表をします。また、会

主の小湊美鶴さん、師範の黒澤このみさん（共に NHK 民謡番組等で活躍中！）

による模範演奏もあります。ぜひご来場ください‼ 

 

・日時／5 月 30 日（土）10：00～14：30 

・会場／喜多方市厚生会館ホール ※入場無料 

・問合せ／民謡小湊会笙鷹組 TEL 080-6049-4593（佐藤） 

さぽねっとスタッフのブログ始めました‼ 
 

喜多方市民活動サポートネットワーク ブログ で検索してね♪ 

―どのような団体ですか  
 趣味のマジックの技術向上とレパートリー増加のために研修を

行っています。研修を通してコミュニケーションを深めながら、

見ている人々に喜んでいただき、自分も楽しむことを目的として、

平成 7 年に発足し今年 20 年目を迎えました。 

 現在、9 名（男性 6 名・女性 3 名）の会員が在籍しています。

最高齢は 89 歳（2 名）ですが、元気に活動しています。 

―みなさんへ一言  
 マジックは頭を使い、手を使い、頭脳の活性化に大変役立ちます。楽しい会で

すので、ぜひ一緒に活動しませんか。皆さんの加入をお待ちしています‼ 

TEL：0241-23-1459 （新明） 

第 43 回野草展 

 

 会員が丹精込めて育てた植物を展示します。ぜひご覧ください‼ 

  

・日時／5 月 16 日（土）～18 日（月） 10：00～17：00（最終日は 16：00） 

・会場／喜多方市厚生会館ホール ※入場無料 

・問合せ／会津植物愛好会 TEL 241-23-3383（田辺） 

第 32 回老後を豊かにする 

ボランティア活動資金助成事業 
 高齢者を主な対象としたボランティア活動に使

用される用具・器具類の取得資金を助成します。 
（対象団体）要件を満たすボランティアグループ 

（期  限）平成 27 年 5 月 22 日(金) 

          ※当日消印有効 

（問い合せ）みずほ教育福祉財団 福祉事業部 

TEL 03-3596-4532 

URL http://www.mizuho-ewf.or.jp   

 

  

2015 年度（第 13 回） 

ドコモ市民活動団体への助成 
（分  野）・子ども  ・環境 

（対象団体）民間の非営利活動団体で法人格を有す

るもの、または見込みの団体 

（期  限）平成 27 年 4 月 24 日(金)※必着 

（問い合せ）NPO 法人モバイル・ 

         コミュニケーション・ファンド 

TEL 03-3509-7651 

URL http://www.mcfund.or.jp/   

  

会津卯月会美術展 

 

 会員の描いた風景・静物・人物画等を展示します。どうぞお越しください‼ 

  

・日時／4 月 2 日（木）～5 日（日） 10：00～18：00（最終日は 17：00） 

・会場／喜多方市厚生会館ホール ※入場無料 

・問合せ／会津卯月会 TEL 241-27-4240（長谷川） 

平成 27 年度福島県地域創生 

総合支援事業（サポート事業） 

 魅力ある値域づくりを支援します。 

（対象団体）民間団体（地域づくり団体、実行委員

会等含む） 

（期  限）平成 27 年 4 月 20 日(月)～ 

         5 月 8 日(金)※必着 

（問い合せ）福島県会津地方振興局 

TEL 0242-29-5292 

   

 

http://www.mizuho-ewf.or.jp/
http://www.mcfund.or.jp/

