
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

今後の開催講座 
 

いずれも定員になり次第締め切らせていた
だきますので、お早目にお申込ください！ 

第５回 市民活動フェスティバル開催 
テーマ「次世代につなぐ」 

 
平成３０年９月２日（日）－喜多方市厚生会館－ 

市民活動フェスティバル第５回を迎えた本年度は、初めて参加団体構

成による実行委員会主催で開催し、喜多方市市民活動支援センターはそ

のお手伝いをさせていただきました。当日は晴天にも恵まれ大勢の方に

お越しいただき、各団体の活動を知っていただいて、成功裏に終えるこ

とができました。詳しい様子は中面をご覧ください。 

 

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‼ 

〒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） 

【やる気スイッチ活用セミナー】 
 

さまざまな活動を行っていく中で「ど

うしてもやる気が出ない」とか「他の人

がやる気を出してくれない」などと思う

ことはありませんか？良好な関係を築き

ながら、モチベーションをアップさせる

ためにはどうしたらよいのでしょう？ 

今回の講座では、自分・相手・組織を

「やる気」にするための“スイッチ”に

ついて学びます。 
 

開催日 平成 30 年 11 月 17 日（土） 

13：30～15：30   

会 場 喜多方市厚生会館 第三研修室 

講 師 深澤 秀樹 氏 

（福島市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ常勤顧問） 

定 員 30 名   参加費 無料 

 2019 年度環境市民活動助成  
  

対象分野 自然環境の保護・保全、野生動植物の保護・保全 

 体験型環境学習活動、暮らしの中のエコ活動 

応募期間  10/1（月）～ 11/15（木）※当日消印有効 

問い合せ  一般財団法人セブン-イレブン記念財団 

 【TEL】03-6238-3872 

 【URL】http://www.7midori.org 

 

ご
来
賓
様 

お疲れ様 
でした!! 

イベント情報 

平和へのつどい・喜多方 
【展示】10/２６(金)～2８(日)  
【公演】10/2８(日) 10：30～ ホール 

劇団きらく座第１０回公演 
1１/１０(土)18：00～、１１(日)13：30～  
大和川酒造北方風土館昭和蔵 

きたかた古里語りの会発表会 
10/18（日）13：00～ 厚生会館ホール 

アラベスク第 29 回 Jazz Danc 発表会“百花繚乱” 
11/23（金・祝）14：30～  
喜多方プラザ小ホール 1,000 円（小学生以下無料） 

【「伝えるコツ」セミナー】 
 

NPO にとって、「コミュニケーション」はより

充実した活動としていくための重要なテーマで

す。このセミナーは NPO のコミュニケーション力

の向上をめざし、NPO 広報力向上委員会・認定特

定非営利活動法人日本 NPO センター・株式会社電

通の協力により実施します。 

前半はオリジナルテキストを使用した講義、後 

半はスローガン作成のワークショップを行います。 
 

開催日 平成 30 年 12 月 8 日（土） 

13：00～17：00   

会 場 喜多方市厚生会館  

第三研修室 

講 師 古賀 桃子 氏 

（NPO 法人 

ふくおか NPO センター代表） 

尾崎 敬久 氏 

（株式会社電通中部支社クリエーティブ・ 

ディレクター、コピーライター） 

定 員 30 名    参加費 500 円 

※他の補助金情報や、申請についてなど、

お気軽にご相談ください！ 
 第 17 回(2019 年度)公益信託うつくしま基金  

※この助成金は今回の第 17 回と次回の第 18 回（2020 年度）

で終了となる予定です。 
 
対象事業 県内で県民によって主体的に行われる公益的事業 

応募期間  10/5（金）～11/5（月）  ※当日消印有効 

問い合せ  NPO 法人うつくしま NPO ネットワーク 

  【TEL】024-953-6092 

  【URL】http:// www.utsukushima-npo.jp/     

  

見事な司会、手話通訳、音響で、 

ステージ発表も盛り上がりました‼ 

実行委員長 
大西さん 

実行副委員長 
穴澤さん 

10 月から 12 月は市民文化祭が開
催されています。 
下記以外にもたくさんのイベント
が開催されますので、支援センター
HP 等で確認してください‼ 

 

「第 3 回福島県 NPO のつどい」が開催されます！ 

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

団体・イベント・助成金などの 
各種情報を随時更新しています。 
過去の広報紙も見ることができます。 

 
さぽねっとの 
Facebook 
ブログ 

もチェック 
してみてね 

 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、10 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‼ 

【第 1 部】講演 

「心に響くストーリー！人(心)を動かす伝え方」 
～チャリティーサンタの事例で解説～ 

清輔 夏輝 氏（NPO 法人ﾁｬﾘﾃｨｰｻﾝﾀ代表理事） 

【第 2 部】ワークショップ 

【第 3 部】交流会 
 

日時  11 月 22 日（木）13：00～17：00 

会場  郡山ミューカルがくと館 大ホール 
 
※事前お申込みが必要です。 
 詳細やお申込について不明な点は、支援センターまで 
お問い合わせください。 

県内の NPO 法人をはじめ、市民活

動団体やNPOに関心のある方々が一

堂に会す『福島県 NPO のつどい』が

今年も開催されます。第 3 回目となる

今年のテーマは「仲間になりたい人、

この指とまれ！～考えよう横のつな

がり！課題解決のための地域を超え

たネットワークづくり～」です。地域

や分野を超えた交流をし、活動のノウ

ハウを共有したり、ネットワークづく

りのきっかけの場として大いに活用

してください！ 
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団体ＰＲや日頃の活動内容紹介、作品等

を展示しました。また、手話や茶道・マジ

ック・かご編み等、実際に体験していただ

くことで、活動を知ってもらうことができ

ました。ロビーでの手作り紙芝居も人気で

皆さん真剣に聞き入っていました。 

駐車場では、手作りの食品・お菓子・小

物等を販売するブースが並び大いに賑わい

手打ちそばや・焼きそば・射的・スタンプ

ラリーも好評でした。 

 参加・協力団体     （50 音順） 

                  

＊NPO 法人ひだまり  ＊RDS  ＊SASHU    
＊会津吟詠会瑞祥道場    ＊会津駒形そばの会 
＊アラベスクジャズダンスカンパニー 
＊雄国根曲り竹細工保存会  ＊おどれ高郷 
＊おもてなし茶道愛好会   ＊株式会社福島農場 
＊喜多方音楽協議会     ＊喜多方花木愛好会 
＊喜多方混声合唱団     ＊喜多方市太極拳協会 
＊喜多方市第一婦人会音楽部 
＊喜多方市第一婦人会スポーツ民踊クラブ 
＊喜多方市スポーツ民踊会 
＊喜多方市ボランティア連絡協議会 
＊喜多方市民俳句会 
＊喜多方手話サークルひまわり会 
＊喜多方市立第一小学校合奏部 
＊喜多方水墨会       ＊喜多方短歌会 
＊喜多方発 21 世紀シアター実行委員会 
＊喜多方マジック愛好会   ＊喜多方ろうあ者会 
＊神風流東北雅風吟詠会喜多方支部 
＊新日本婦人の会喜多方    
＊ドリームハウス富夢富夢  ＊ひとしずくの会 
＊藤葉みちか会       ＊みんよう雲秀会 
＊レオキャッツダンスムーブメントスタジオ 
＊NPO 法人喜多方市民活動サポートネットワーク 

1８団体が日頃の活動の成果を発表しました。歌・踊り・詩吟・マジック・太極拳・手話…等々、バラエティに富んだ内容で会場を楽しませてくれました。 


