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９月４日（日）喜多方市厚生会館で「第３回市民活動フェスティバル」を開催しました。 当日は晴天に恵ま
れ、残暑厳しい一日となりましたが、昨年を上回る延べ５０団体の参加と協力により、ステージ発表、作品展
示、団体 PR、体験、物販を行い、盛況のうちに幕を閉じました。
今回は団体 PR のための展示コーナーを拡大し、ステージ上で発表することができない団体にも大いに自団
体の活動を PR していただきました。
昨年に引き続き、今年も「次世代につなぐ」というテーマで開催したこのフェスティバル。たくさんの子ど
もたちも参加・来場してくれましたが、子どもたちやそのお父さん・お母さんなどの若い世代の方たちが、さ
まざまな市民活動に興味を持っていただけると幸いです。

【ステージ発表】
01.喜多方市立第一小学校合奏部
02.喜多方手話ｻｰｸﾙひまわり会
＆喜多方ろうあ者会
03.喜多方太極拳クラブ
04.神風流東北雅風吟詠会喜多方支部
05.喜多方市第一婦人会音楽部
06.藤葉みちか会
07.喜多方市スポーツ民踊会
08.RDS
09.おどれ高郷
10.喜多方音楽協議会
11.ﾚｵｷｬｯﾂﾀﾞﾝｽﾑｰﾌﾞﾒﾝﾄｽﾀｼﾞｵ
12.会津吟詠会千嶂道場
13.ｱﾗﾍﾞｽｸｼﾞｬｽﾞﾀﾞﾝｽｶﾝﾊﾟﾆｰ
14.喜多方市立第一小学校合唱部

【作品・団体 PR 展示】
17 団体が日頃の活動の様子や活動
の内容を紹介したり、作品を展示し
ました。
「こんな団体あるんだ～」と
来場のみなさんも興味津々の様子で
した。
【体験・物販】
さまざまな団体の活動を、実際に来
場した皆さんに体験してもらいまし
た。また、物販のコーナーではおい
しい食べ物や農作物、お菓子や手作
りの小物など、いろいろな品物が並
びました。

9 月 15 日（木）
、参加団体の皆さんにお集ま
りいただき、
「第 3 回市民活動フェスティバル」
の反省会を行いました。
まずは来場者アンケートの結果を報告。約 9
割の方から「よかった」と好評を得ました。ま
た、来場者の年齢を見ると、半数が 60 代以上
ということで、もっと若い世代の方々にも来場
していただけるよう、内容を考えていきたいと
思います。
続いて、参加団体アンケートの集計結果を報
告し、皆さんと意見交換を行いました。今年は
様々な行事と日程が重なってしまったことから
「開催日は別の日にした方がよいのではない
か」との意見や、反対に「9 月の第 1 日曜日で
固定し、定着させた方がよい」という意見もあ
りました。また、時間の設定やプログラムにつ
いても、皆さんからの積極的な発言がありまし
た。
「みんなで作り上げる」ことを目標としてい
るこのフェスティバル。次年度に向けてこのよ
うな意見が飛び交う話し合いができたことをと
てもうれしく思います。
来年度は 4 回目の開催ということで、マンネ
リ化してしまうことのないよう、皆さんからの
貴重な意見を参考にさせていただきたいと思い
ます。

き た か た さ ん や たんしょうかい

『北方山野探勝会』
会長 ： 若菜

利一

喜多方市市民活動支援センターでは、市民活動団体の実態調査を
行っています。この調査は各団体の実態をできるだけ的確に把握す
ることによって、さまざまな支援や事業に反映させていきたいと考
え、平成 25 年度より毎年 1 回実施しています。今年度は 6 月に、
実態調査に加えアンケートも同時に行いました。その結果の一部を
紹介します。
Q.団体が活動する中で、困っていることや課題などはありますか？
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多くの団体が会員の減少、高齢化に悩んでいることがわかりまし
た。また、受講してみたい講座内容についての質問では、
「助成金等
の取得についての講座」という回答が多かったことから、資金調達
についても課題の一つであるということがわかりました。
喜多方市市民活動支援センターではこういった課題の解決に向け
て、情報交換会や講座を開催していきたいと考えています。ご案内
の際にはぜひご参加ください。
今後も市民活動が活発になるよう、さまざまな取り組みをしてい
きますので、ご理解・ご協力をよろしくお願いします。
※市民活動団体アンケート調査の結果は今後 HP で公開予定です。

―団体について教えてください

4 月～１２月の間、月１回の登山やハイキングをしている団体です。登
山の場所は、主に県内と新潟・茨城・栃木・山形等の近県です。平成１０
年６月に創立、現在３５人の会員がおり、来年は２０周年を迎えます。喜
多方市の社会教育認定団体です。

長距離を旅する蝶 『アサギマダラ』
みなさんもご存じですね。

―どのような活動をしていますか

役員会で相談して一年間の日程を内定し、総会で決定します。バスで行
って麓から歩き、お昼は山で食べ、なるべく頂上まで行きます。夏は帰り
に温泉に入ることもあります。月例探勝は 150 回を超えました。場所によ
って感動や感激があり、また、花や木・生物に詳しい人がいるので、解説
を聞きながら歩くのが楽しいです。健康のために楽しく活動しています。
【2016 年】
４～８月
逢瀬公園
逢瀬～笠松公園
白鷹山 994m
宮床湿原(ﾋﾒｻﾕﾘ)
蔵王山 1841m
9 月～11 月

うまやさん

[ 磐梯町

厩嶽山にて ]

箕輪山 1728m
只見町の大滝沢
幕滝～達沢の滝

[裏磐梯 デコ平の湿地帯にて撮影]
よつばひよどりばな（キク科）、この花の
蜜を求めて、何千キロも離れた沖縄や遠
くは東南アジアから、気流に乗ってやっ
てくるのだそうです。

―ひとこと

私たちは、野や山、自然を探勝するグルー
プです。登山をしたり、ハイキングをしたり
して、健康増進に役立てばいいなぁと思って
います。

特定非営利活動促進法が
一部改正されます

※お気軽にご相談ください！
ふくぎんみんなのサポート市民活動助成金

平成 28 年 6 月 1 日に「特定非営利活動促進法の一
部を改正する法律」が成立し、同 6 月 7 日に公布され
ました。

対象事業

～今回の法改正のポイント～

対象事業
応募期間
問い合せ

【手続きの見直しにかかるもの】
・認証申請時の添付書類の縦覧期間の短縮等
・貸借対照表の広告及びその方法
・認定 NPO 法人等の海外送金等に関する書類の事後
届出への一本化等

高齢者に関する活動、子どもの教育に関する活動
ふくしま元気市民活動助成金
上記 2 分野を除く全般
9/5（月）～10/21（金）
認定 NPO 法人ふくしま NPO ネットワークセンター
http://f-npo.jp

2017 年度環境市民活動助成
種

活動助成、NPO 基盤強化助成、緑化植花助成、
清掃助成

類

応募期間
問い合せ

【情報公開の一層の推進にかかるもの】
・事業報告書等、役員報酬規程等の備置期間の延長等
・内閣府ポータルサイトにおける情報の提供の拡大

11/1（火）～12/10（土）
（一財）セブン-イレブン記念財団

イベント情報

【その他】
・
「仮認定特定非営利活動法人」を「特例認定特定非営
利活動法人」に名称変更
この改正法は、早いもので平成 29 年 4 月 1 日から
施行される予定です。
詳しくは内閣府 NPO ホームページをご覧ください。

喜多方市民
短歌の集い

きたかた古里語りの会

・11/6(日)
13：00～16：00
・喜多方プラザ第 2 会議室
・入場無料

語り部たちが古里の民話などを語り
ます。
・11/13(日) 13：00～15：00
・厚生会館ホール
・入場無料

発表会

・○
問 喜多方短歌会（千葉）
☎0241-22-2413

各団体の詳細情報等はホームページに
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

検索

さぽねっとスタッフブログ
喜多方市民活動サポートネットワーク
で検索してね♪

ブログ

喜多方市市民活動
支援センター
〒966-0806
喜多方市字水上 6846
喜多方市厚生会館内
【
】0241-22-0603
【E メール】info@shiencenter
-kitakata.jp
【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‼

・○
問 きたかた古里語りの会（山内）
☎0241-23-2311

塩川名人戦
将棋の大会で、どなたでも参加で
きます。（定員なし）
A 級（段位クラス）、B 級（一般
クラス）に分かれ、それぞれ上位
者には盾進呈。お申込みは当日で
結構です。
・11/30(日) 9：00～
・塩川公民館３階和室
・参加費 1,000 円
（昼食・飲み物付き）
・○
問 塩川王将会（佐藤）
☎0241-27-2826

9・10・11 月は
記載したイベント以外にもさま
ざまな催し物が開催される予定です。
毎週、どこかで何かが開催されてい
ます！ぜひ芸術の秋を堪能して
みてください♪

※他のイベントについては支援センターHP な
どで確認することができます。また、市民文化祭
行事はイベントプログラム一覧がありますので
そちらをご覧ください。

ダンスムーブメント 2016
レオキャツダンススタジオ第 26 回発表会
メインプログラムは「アラジン」。その他にも、おとぎ話の主人公が次々と現れる
「ダークフォレスト」、年齢に合わせて踊る「ダンスムーブメント」、バレエ「花の
ワルツ」など、様々なダンスをお楽しみください。
・11/27(日) 13：30～16：00
・喜多方プラザ大ホール
・入場料：1,000 円（製作協力費）
・○
問 レオキャッツダンスムーブメントスタジオ（治田）☎090-2989-3304

～情報を募集しています～
喜多方市市民活動支援センター広報紙・HP 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。
広報紙の次回発行予定は 12 月です。12・1・2 月のイベント情報は、11 月中旬
までにお寄せください！なお、市民活動団体の情報は随時受け付けています。皆さま
からの情報をお待ちしています‼

