
意外と知らない方が多いからススメたい 「伊達の魅力発見講座」。

第１回は伊達の名峰の紅葉を満喫するツアー 「とことん霊山」 です !

★２面は地域活性化を目指す２つの 「ＮＰＯ強化」 講座のリポート！ 第 47 号

 「あなたが住んでいる伊達市の魅力って何？」と急に

聞かれたら「いくつ答えられますか？」。「モモ、ブドウ、

リンゴなど果物がおいしい」「伊達氏発祥の歴史があ

る」「名峰霊山の春夏秋冬の自然美」といくつかは答

えられても詳しくは説明できなかったりしませんか？

そこでおススメなのが「伊達の魅力発見講座」。伊達

市の内外を問わず、ただいま参加者募集中です！

「とことん霊山」 は１０/30 （土） 開催。 定員 20 名。
参加料はおひとり 2000 円＋お弁当代 500 円です。
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■「伊達の魅力発見講座」のお申込み・お問合せはお電話かメールがおススメ。

電話なら 024-587-1032，メールなら、info@date-satoyama.com  です。

・「伊達の魅力発見講座」　は、伊達市霊山町大石に拠点
施設がある「ＮＰＯ法人りょうぜん里山がっこう」が企
画しました（下の案内チラシ参照）。大石の拠点にはまず、
移築した木造の旧小学校校舎があり、その教室でさまざ

■この講座は「新型コロナ」の感染状況」やプログラムの都合で、日程等が変更される場　　　

合があります。お申込みの際に主催者にお確かめください。

まなイベントが繰り広げられています。敷地の一角には
宿泊施設「ほっこ里」があり市外から来た方は宿泊がで
きます。また「里山パン工房ポレット」では毎朝おいし
いパンが製造されています。そうした「りょうぜん里山
がっこう」を中心に展開されるのが「伊達の魅力発見講
座」です。第１回「とことん霊山」は伊達の名峰の紅
葉を満喫するツアー。「がっこう」に集合し現地にはバ
スで移動します。第２回以降の講座のプログラムは下
の一覧でお確かめください。「庶民文化」「絹文化」「地
場産業」を巡る講座のようです。恐らく、それぞれの
現場を巡って、地元の方々の話を聞き、資料や道具に
触れ、エピソードに耳を傾ける時間が楽しめるでしょ
う。参加者募集中ですからぜひ応募してみてください！

℡024-563-6970　　
伊達市梁川町青葉町１番地　　
〒960-0756



１１月には 「ふくしま地域活動団体サポートセンター」 の２講座開催 ！
「会計の基本を学ぶ講座」 と 「補助金 ・ 助成金活用講座」 です ！

・「ふくしま地域活動団体サポートセンター」（略称サポ
セン）は、地域で活動する市民団体やＮＰＯ法人を、さ
まざまな手法でサポートしてくれる福島県の機関です。
そんな機関が「ＮＰＯ強化による地域活性化事業」の
一環として開催するのが 11月の２つの講座です。まず
11月 19 日（金）の「会計の基本を学ぶ」では、「ＮＰ
Ｏ会計基準協議会」の事務局も務める「大野覚」さんか
ら「見せる」ことを意識した会計の基本を学びます。　　　　　
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電話　　０２４- ５６３- ６９７０　　FAX  024-563-6971   開館 ： 月曜から金曜、 土 ・ 日 ・ 祝休館

伊達市役所梁川総合支所庁舎３階

　　　今回の講座に限らずさまざまな催事案内が支援センターに届いていますから、 ぜひご相談ください ！ 

　　　　　　　　　伊　達　市　市　民　活　動　支　援　セ　ン　タ　ー　

・「支援センター」には、今回リポートした講座以外にも、さまざまな「講座情報」

や「助成金情報」が着信していますが、そのすべてをリポートすることができ

ません。ぜひ「こんな講座はないか」「こんな活動への助成金がないか」と下

記まで遠慮なくお問い合わせください。また助成金については「具体的な申請

手続きをどうしたらいいか」までサポートいたします。各種助成金の研究・検

討・申請をお考えの団体さんは遠慮なく支援センターまでご相談ください。

開館時間■午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分　但し木曜日は午後 7 時まで開館

・11月 24日（水）の「補助金・助成金活用講座」は講
師２人の２部構成。第 1部は「ふくしま地域活動団体
サポートセンター所長・内山愛美」さんに「補助金・助
成金申請の基本」を、第２部は「NPO 法人元気になろ
う福島理事長・本田紀生」さんに「事例紹介」を通した
活用術（採択されるためのポイント等）を教えて貰いま
す。２つの講座とも定員は 20名程度となっていますか
ら下記案内チラシを参照の上、早目に申し込んでくださ
い。会場はどちらの講座も福島市大町のチェンバおおま
ち３階福島市民活動サポートセンター会議室です。

「会計の基本を学ぶ」 は 11 月 19 日 （金） 開催！
「補助金 ・ 助成金」 は 11 月 24 日 （水） 開催！

■上記「２つの講座」の詳細は「ふくしま地域活動団体サポートセンター（略称サポセン）」のＨＰで確認できます➡URLはこちらですhttps://f-saposen.jp/■またオンライン「ZOOM」

での受講も予定されているようですから、必ず「サポセン」に事前の問い合わせ・申し込みをし、併せて「ZOOM」のURL等の確認をしてください。

令和３年度 ＮＰＯ強化による地域活性化事業

参加無料

令和 年 月 日（金） ： ～ ：

会 場／福島市市民活動サポートセンター会議室 またはオンライン（ＺＯＯＭ）

（福島県福島市大町 チェンバおおまち 階）

講師／大野 覚 氏（特定非営利活動法人茨城ＮＰＯセンター・コモンズ常務理事／事務局長）

対 象／ＮＰＯ法人、市民活動・ボランティア団体、公益法人、社団福祉法人、学校法人、地縁組織、

協同組織等の民間非営利組織 ほか

定 員／２０名程度（定員となり次第、締切とさせていただきます）

問合せ／ふくしま地域活動団体サポートセンター（ ： ）

Ｍａｉｌ  ＵＲＬ  ｈｔｔｐ：

会計は報告するためのもの！と思ってい

ませんか？ＮＰＯ法人は毎事業年度終了

後、事業報告書等の提出が義務付けられて

います。また、総会で会員等に報告をしな

ければなりません。しかし、「会計の基礎

知識がない」「企業会計との違いがわから

ない」など苦労をされている方も見受けら

れます。

「見せる」会計を意識することで、組織

を知ってもらうツールをつくることができ

ます。この講座ではＮＰＯ会計基準協議会

の事務局も務める講師から、「見せる」こ

とを意識した実践向けの会計の基

本を学びます。

・ 会計の基本知識

・「見せる」会計って何だろう？

・よくある会計の質問から考える

・新型コロナウイルス関係で

発生した収入・支出等の処理

・会計最新情報

講座のポイント

※当講座は福島県から委託を受け、認定特定非営利活動法人ふくしまＮＰＯネットワークセンターが実施しています。 

 会場へご参加の際はマスク着用をお願いいたします。また、コロナウイルス感染拡大の状況によっては開催の方法が変更に 

 なる場合があります。 

＜講座予定内容＞

主　　催／福島県
事 務 局／ふくしま地域活動団体サポートセンター
　　　 　 〒960-8043 福島県福島市中町8番2号 福島県自治会館7 階
　　　 　ＴＥＬ.０２４-５２１-７３３３　ＦＡＸ.０２４-５２３-２７４１
　　　 　 E-mail. saposen@f-npo.jp　ＵＲＬ. https://f-saposen.jp/

令和 3 年度 NPO 強化による地域活性化事業

※当講座は福島県から委託を受け、認定特定非営利活動法人ふくしまＮＰＯネットワークセンターが実施しています。

※内容は若干変更する場合があります。

会場へご参加の際はマスクの着用をお願いいたします。また、コロナウイルス感染拡大の状況によっては開催の方法
が変更になる場合があります。

対象者
NPO 法人、市民活動・ボランティ
ア団体、公益法人、社会福祉法人
学校法人、地縁組織、協同組合等
の民間非営利組織　ほか

第 1 部   補助金・助成金申請の基本
　　　　 内山　愛美
　　　　　（ふくしま地域活動団体サポートセンター　所長）

参加無料
申込方法は

裏面をご覧ください

第 2 部   事例紹介
　　　　　　　本田　紀生　氏
                  （ＮＰＯ法人　元気になろう福島　理事長／
　　　　　 株式会社　アソシエイト　代表取締役）

講師

補助金・助成金を本当に活用するには？本講座では、団体のミッション（目的）を達成
するために必要な補助金・助成金の選び方や申請の手法、申請書の書き方をマスター！
第 1 部では補助金・助成金の基本内容やプログラムの紹介、第 2 部では実際に採択経
験のある団体の事例を基に、採択されるためのポイントなどを学びます。

 11 月  24日   （水）
福島市市民活動サポートセンター会議室またはオンライン（Zoom）
福島県福島市大町 4-15 チェンバおおまち 3 階
TEL    024-526-4533 定員20 (定員となり次第締切)名程度

補助金・助成金活用術講座

14:00 ～16:00
令和
３年
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