
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成２７年度通常総会を開催しました 
  

 平成 27 年 5 月 21 日（木）、喜多方市厚生会館第 3 研修室において、特定非営利活動法人喜多方市民活動サポート

ネットワーク平成 27 年度通常総会を開催しました。 

 まず、出席者・委任状が正会員の 2 分の 1 以上となり、この総会が成立すること

が報告されました。議事では、平成 26 年度の事業報告・収支決算報告、平成 27

年度の事業計画案・収支予算案が審議され、いずれも満場一致で承認されました。

また、今年は 2 年に一度の役員改選が行われ、理事・監事が決定しました。 

 新体制となったさぽねっとでは市

民活動団体や個人が展開する市民活

動の広範なネットワークを構築し、そ

の中心的な拠点としての役割を果た

すとともに、行政等と連携して様々な

活動を展開していきます。 
 

・喜多方市市民活動支援センターの

事業 

・市民活動団体との連携 

・市民サービス事業 

・指定管理者として厚生会館、中央公民館分館の管理運営事業 
 

今後もどうぞよろしくお願いします。 

 

 

 

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/       

（公財）福島県文化振興財団助成事業 

平成 27 年度第 2 期分 

（申込期限）平成 27 年 7 月 31 日(金) ※喜多方市教育委員会文化課へ提出 

（問い合せ）喜多方市 教育部 文化課 文化振興係 

TEL 0241-24-5323 

URL（福島県文化振興財団 HP）http://www.culture.fks.ed.jp/ 

ボランティアグループ等が 

行う事業への助成 

（申込期限）平成 27 年 6 月 30 日(火)※必着 

（問い合せ）公益財団法人 太陽生命厚生財団 

   TEL/FAX  03-6674-1217 

   URL http://www.taiyolife-zaidan.or.jp/ 

   

 

新理事長就任あいさつ 

蛭川 靖弘 

喜多方市民のみな様におかれましては、日 

頃よりさぽねっとの活動にご理解とご協力を 

賜りまして、誠にありがとうございます。 

       平成２７年度より理事長に就任しました、蛭川

靖弘と申します。喜多方生まれ喜多方育ちで現在 48 歳です。

地元の IT 企業でシステムエンジニアをしておりましたが、平

成 15 年にエフエム喜多方というラジオ局の立ち上げに携わ

り、青年会議所や法人会など所属しながらまちづくり活動を実

践してまいりました。現在会津管内の 4 つの NPO 法人の理事

を務めさせていただいております。 

 昨年より地方創生という掛け声のもと、国内の地方都市で地

域住民が主役となる様々な活動が数多く生まれています。さぽ

ねっとは、そういった市民活動を支援する団体として、より多

くの市民のみな様のお役に立ちたいと考えております。 

 若輩者ではございますが、多くの皆様のご指導をいただきま

して理事長職を全うしたいと考えておりますので、どうぞよろ

しくお願い申し上げます。 

前理事長退任あいさつ 

瓜生 敏男 

この度、一身上の都合により理事長職

を辞任することになりました。 

さぽねっと在任期間は 9 年間ですが、

理事長職は 4 年間という短い期間であ

りました。 

 記憶に残っている事業といたしましては、会員の拡

大を図るために実施した映写会や人材育成を目指した

「ふれあい世話人」養成講座、ラジオ福島アナウンサ

ーの鏡田辰也氏の講演会があり、市民活動支援事業と

しては、昔語りおもてなしコーナーへの支援や市民活

動フェスティバル等が思い出されます。 

 これらの事業を実施することができたのも、会員皆

様のご支援、ご協力の賜と感謝申し上げます。 

 最後になりましたが、喜多方市民活動サポートネッ

トネットワークの益々の発展と、会員皆様のご健勝を

ご祈念申し上げ、退任のあいさつとさせていただきま

す。大変お世話になりました。 

役職 氏　　名 備考
理事長 蛭川　靖弘 新
副理事長 五十嵐　健展 新

小檜山　剛 現
大島　洋一 現
太田　富士雄 現
齋藤　マサ子 現
山口　健次 現
塚原　正道 新
山本　裕子 現
荒川　節子 新
佐藤　美代子 現
鈴木　稔 現
田中　幸悦 現
大野　皐月 現
齋藤　直輝 現

理事

監事

＜さぽねっと新役員＞



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 8 月です。8、9 月のイベント情報は 7 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 

喜多方市民俳句会 

―活動の内容を教えてください  
 毎月１回、第２水曜日の 13：00～15：00 に喜多方プラザの和室で句

会を開き、研鑚を積んでいます。自由題ばかりではなく、事前にお題を決

めておく「兼題句会」や、その場でお題を決める「席題句会」、10 月には

自然の中を散策して、実際に見て心ひかれたものを句にして発表する「吟

行句会」なども行っています。 

 また、毎年４月には喜多方プラザで「喜多 

方俳句大会」を開催しています。全国から作 

品を募集し、優秀なものを表彰しています。 

ジュニア部門も設けていて、市内の小学生か 

ら多数の応募をいただきました。作品は冊子 

にまとめて発表しています。 
 

会長：遠藤 正子 （☎0241-24-3428） 

 

イベント情報 

第 21 回平和のための戦争展・喜多方 
 

 戦争関連の資料を展示します。7 月 4 日と 5 日には戦争体験者のお話を聞

くことができる特別企画があります。戦争の実態を知ることで、平和の尊さを

学び、語り伝えてほしいと願います。 

 

・日時／7 月 4 日（土）～7 日（火）9：00～18：00（最終日は 16：00 まで） 

・会場／喜多方市厚生会館ホール ※入場無料 

・問合せ／「平和のための戦争展・喜多方」実行委員会  

 TEL 090-2956-1707（佐藤） 

さぽねっとスタッフのブログやってます‼ 
 

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  
 俳句を愛する方々が集い、自然の美しい風物を題材に作品を作り、互い

に発表しています。平成７年に発足し、今年２０年目を迎えました。現在

８名（男性１名、女性７名）の会員が在籍しています。 

 

―みなさんへ一言  

 俳句は難しいものではありません。五感を働かせて「花鳥風月」を語句

で表現してみましょう。初心者の方にも丁寧に指導します。見学も大歓迎

です。興味のある方、お待ちしています！ 

芸能フェスティバル IN 喜多方 2015 

～友だちの友だちはみんな友だち～ 3 周年記念 
 

 舞踊、カラオケ愛好者が多数出演し、盛りだくさんのステージ内容です。 

瀬ノ内まり（喜多方愛恋花、喜多方しぐれ）他多数のゲスト出演もあります。

コーヒーやお菓子、織物等の販売もあります。ご来場お待ちしています。 

  

 ・日時／6 月 27 日（土） 9：00 開場 9：30 開演 ～ 16：00 終了（予定） 

 ・会場／喜多方市厚生会館ホール    ・入場料／前売 800 円、当日 1,000 円 

 ・問合せ／ボランティアさゆり会 TEL 090-2602-2617（横澤） 

第 13 回チャリティー カラオケと舞踊まつり 

 

 会員 21 名がカラオケ、踊り、ハーモニカ演奏を披露します。会場の皆さん

と一緒に歌うコーナーもありますので、ぜひご来場ください。全演目終了後に

は粗品を進呈します。 

  

 ・日時／6 月 7 日（日） 10：30 開演   ・会場／喜多方市厚生会館ホール  

 ・入場料／500 円 ※入場料の一部はふれあいの家へ寄付します。 

 ・問合せ／カラオケ友情会 TEL 0241-22-2118（薄） 

第 2 回市民活動フェスティバル 

開催決定‼ 
  

 昨年 11 月に開催した『市民活動フェス

ティバル』では 36 団体が参加し、厚生会

館を会場にステージ発表、展示、体験、販

売などを行いました。参加者・来場者合わ

せて約 1000 名の皆さまに楽しんでいた

だき、ご好評をいただきました。 

 前回の参加団体はもちろん、前回参加で

きなかった団体にも、それぞれの市民活動

団体の活動を皆さんにもっと知ってもら

い、交流を深めていただきたいと思い、今

年も開催する事が決定しました！ 

 現在、参加団体を募集しています。詳し

くは事務局までお問い合わせください。 

  “市民活動のお祭り”を 

一緒に盛り上げましょう‼ 
 

↑H26 年の吟行句会の様子 


