
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

御門までお籠とともに練り歩き、最後に天守台まで登って

写真を撮るなど楽しんでいました。 

 「木曜お堀の会」では歴史や文化を楽しむ仲間を募集中

です！（お問い合わせは電話090-6817-3442井上まで） 

 

「ふくいおもちゃ病院」が、３月 22 日に福井市地域子

育て支援センターぱんだルームへおもちゃを寄贈しまし

た。子どもたちは見慣れないおもちゃに興味津々。先生に

うながされ、仲良く順番に新しいおもちゃで遊ぶことがで

きました。「ふくいおもちゃ病院」は、毎月第三日曜日、

福井県総合グリーンセンターでおもちゃの修理会を開催

しています。壊れたおもちゃをお持ちの方は、ぜひ活動を

チェックしてください。ただいま女性会員募集中です！

（お問い合わせは電話 090-1637-1530 寺井まで） 

江戸時代にタイムスリップ～お籠と共に登城体験～ 

 「木曜お堀の会」は『福井城址お堀の灯り』の灯り作り

の活動をきっかけに、福井城址を中心としたイベント運営

など、福井の歴史や文化に親しむまちづくり活動を行って

います。お花見日和となった４月６日、福井市中央公園で

行われた『ふくい桜満喫フェスティバル』では、戦国時代

や江戸時代の衣装を身に着け、かつて城主が通った登城ル

ートをたどる登城体験を行いました。甲冑、裃姿、着物な

ど、それぞれ好みの衣装を身に着けた参加者たちが山里口 

おもちゃドクターにおまかせ！ 

春休み おいしいパンケーキで幸せ気分！ 

春休みの暖かな日差しの中、福井市の cafe'「メープル

ハニー」の松澤さんとスタッフが「子ども発達支援センタ

ーフレンズあすわ」を訪問し、パンケーキを焼いてふるま

うボランティア活動を行いました。障がいを持っている子

どもや、自力で店に行けない子どもたちにもパンケーキを

食べてもらいたいという思いから、施設を訪れて今年で３

年目になります。ふかふかのおいしそうなパンケーキがで

きあがり、自由にソースをトッピングしていただきまし

た。子どもたちからもらった手作りの感謝状は、メープル

ハニーのお店に飾ってあり、「これで 3 枚目になります」

と、とても嬉しそうに話しておられました。 
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総合ボランティアセンターの開設３周年を記念して、５月３日に「おもちゃの無料

修理会」、４・５日は「SHAKE YOUR HANDS ありがとうにありがとう～福井の

街を笑顔で元気にする 2 日間～」のイベントが開催されました。 

 「おもちゃの無料修理会」では、ボランティアグループ「ふくいおもちゃ病院」が

２０組を超えるご家族のおもちゃを修理しました。 

「SHAKE YOUR HANDS」では、楽しみながら思いやりのある行動を学べるよ

う「本を整とんする」「ごみを拾う」などのマス目がある巨大すごろくが登場。福井

大学ボランティアサークル（together）の学生と一緒に、子どもたちが大きなサイコ

ロを振って書かれたミッションに挑戦していました。また、段ボールの大きな長屋の

中で生活に必要な物を助け合って作るコーナーを設置。その長屋でははじめに、啓新

高校の演劇部が劇を披露しました。３人の登場人物が、友達や家族が思いやりでつな

がっていく内容に多くの人が見入っていました。 

ボランティアの根っこにある、「思いやり」や「人と人と

のつながり」って何だろう？どうすれば広がるだろう？と考

えたとき、思いついたのがご近所同士で助け合う長屋の生

活。はじめは空っぽだったダンボール長屋ですが、参加者が

ダンボールで自作した様々な家具や小物で満たされていき

ました。参加者自ら創意工夫しながら取り組んでいただき、

最終日にはそのまま生活できそうなほど充実した空間にな

りました。一人一人の働きかけが一つの形になる。ボランテ

ィアもそういうものですね(*^^*) 



 

  

福井市総合ボランティアセンターの入口にある「ボラ

ンティア活動応援ツリー」をご存知でしょうか。このツ

リーの葉っぱには、「ふくい市民活動基金」へご寄附いた

だいた皆様のお名前とメッセージが記載されています。

平成 30 年度にご寄附いただいた皆様のお名前を 6 月か

ら掲示します。センターにお越しの際は、ぜひご覧くだ

さい。市民活動・ボランティア活動を応援しようという

皆様の思いとともに、このツリーは大きく育っていきま

す。皆様からのご寄附をお待ちしております。 

 平成３０年度「ふくい市民活動基金」へご寄附いただいた皆様 
畑 みゆき 

株式会社平和堂 

ネオ證誠プロジェクト 

株式会社ヤマグチ自動車工業  

アサヒテクノフォート株式会社 

樹林株式会社 

酒井電機株式会社 

株式会社アイワン 

西田建設株式会社 

ナガイ造園有限会社 

株式会社第一コンサル 

丸一調査設計株式会社 

上屋敷工業株式会社 

株式会社ホクシン 

医療法人健康会 

有限会社吉本重建 

有限会社中野造園 

 

スキット株式会社 

株式会社ナイガイ 

井上金庫販売株式会社 

株式会社丸和 

医療法人 秀峰会 本多レディースクリニック 

株式会社岩佐土建 

八百五飲料食品株式会社 

勧和工業株式会社 

株式会社デルタコンサルタント 

株式会社新内 

新富産業株式会社 

株式会社ニシデ・コンストラクション 

株式会社マルキヤ宣広社 

株式会社ホーコーズ 

大一印刷株式会社 

株式会社北陸環境科学研究所 

株式会社協和パッキン商会 

 

福井環境事業株式会社 

株式会社キッチンプラント 

村中建設株式会社 

株式会社アスワ村田製作所 

創文堂印刷株式会社 

株式会社渡辺 

福井修景株式会社 

株式会社アイビックス 

株式会社サンワコン 

福井ツバメ商事株式会社 

株式会社旭ワーク 

有限会社福一硝子 

三谷設備株式会社 

株式会社佐々木電業社 

銀扇福井株式会社 

伸海エンジニアリング株式会社 福井支店 

 

 

株式会社竹中工務店 福井営業所 

株式会社ジェスクホリウチ 福井支店 

荒川レース工業株式会社 

有限会社上田産業 

株式会社アイル保険センター 

福井県基準寝具株式会社 

福井県環境保全協業組合 

福井市古紙等リサイクル協同組合 

株式会社センボー建築事務所 

株式会社ソルベックス 

自治労福井市職員労働組合 

暁産業株式会社 

株式会社マルツ電波 

株式会社山崎塗装店 

えちぜん鉄道株式会社 

有限会社 坪川自動車 
 

イワイ株式会社 

第一デンタル株式会社 

日本管財株式会社 

中野建設株式会社 

福井信用金庫 

株式会社 安部書店 

日本システムバンク株式会社 

株式会社ウォーターエージェンシー 

有限会社辻事務機商会 

中日新聞 福井支社 

（敬称略・順不同） 

ありがとう 
ございました 

 福井市は、非営利かつ公益的な市民活動を応援するため、福

井市非営利公益市民活動促進基金（通称「ふくい市民活動基

金」）を、市民や事業者の皆様からの寄附で運営し、その基金

を財源に助成を行っています。 

 4 月 27 日公開プレゼンテーションが行われ、福井市市民協

働推進委員会による申請事業の審査が実施されました。審査で

は、それぞれの助成事業が市民にどのような効果をもたらす

か、将来どのような形で展開されるか、より良い事業のあり方

はないかなどが議論され、次の事業の助成が決定されました。 

助成コース 事  業  名 助成額（円） 実 施 団 体 

自由提案コース 高齢者・障害者宅除雪サポート事業 164,000 ＮＰＯ法人 福井松下村塾 ふるさと留学 

協働提案コース 

東安居ふれあいこどもサロン開設事業 350,000 東安居ふれあいこどもサロン 

手話パフォーマンスを通じて手話の輪

を広げよう 
285,500 HAPPY DREAM ふくい 

足羽山アソブノート作成 400,000 足羽山 こどもとあそぶ Lab 

戦国福井の魅力を考えるシンポジウム

～一乗谷朝倉氏と明智光秀～ 
400,000 福井あすわ歴史道場 

やろっさ！農家民泊プロジェクト 400,000 福井市自然体験交流推進協議会 

 



 

詳細については各助成機関のホームページなどでご確認ください 

タイトル 日  時 会場・定員 内        容 

“心と体をほぐす” 

アイスブレーキング講座 

6 月 22 日（土） 

13：30～16：00 

 

総合ボランティアセンター 

交流ひろば 

定員：２０名（先着順） 

レクリエーションの理論と技術を学び、自分の持ち味を

活かしたアイスブレーキングを身につける講座です！

【申込み受付：5 月 30 日(木)から、電話、Ｅメールで】 

ボランティアアカデミー

「ものづくりコース」 

7 月 3 日（水） 

 10 日（水） 

 17 日（水） 

 24 日（水） 

各 13：30～16：0０ 

※7/10 のみ 13：30～

15：30 

総合ボランティアセンター 

研修室 

定員：２０名（先着順） 

がん患者と家族のみなさんのことを理解し、ものづくり

でサポートしませんか？ドーナツやぼうしのマスコッ

ト、手編みパッド、タオルケア帽子をつくります。 

【申込み受付：5 月 30 日(木)から、電話、Ｅメールで】 

市民活動のための 

ＡＥＤ・救命講習 

７月７日（日） 

10：00～１１：３０ 

総合ボランティアセンター 

交流ひろば 

定員：２０名（先着順） 

市民活動中のいざというときのために、適切な処置が出

来るよう、ＡＥＤの使い方や救命処置をわかりやすく学

びます。団体のレベルアップに是非受講ください。 

【申込み受付：6 月 15 日(土)から、電話、Ｅメールで】 

写真ボランティア  

「カメラ講座」 

7 月 20 日（土） 

13：30～15：30 

総合ボランティアセンター 

研修室 

定員：２０名（先着順） 

誰かのためにカメラのスキルをいかしてみませんか。 

被写体をいかす動きのある撮影方法や心に寄り添う撮り

方など、プロの講師から学びます。 

【申込み受付：6 月 15 日(土)から、電話、Ｅメールで】 

 

詳しくは                       でご確認ください 福井市ボランティアネット 

助成金（助成機関） 対象事業 助 成 額 募 集 締 切 

伊藤忠記念財団 

「子ども文庫助成」 

ボランティアで子ども達

に読書啓発活動を行って

いる民間グループまたは

個人非営利団体 

・子ども本購入 30 万円 

・病院、施設子ども読書活動費

30 万円 

・子どもの本 100 冊助成 

・子ども文庫功労賞 

2019 年 3 月 1 日（金）～6 月 21 日（金） 

 【問い合わせ先】 

 （公財）伊藤忠記念財団 

 電話：03-3497-2651 

 FAX：03-3470-3517 

みずほ福祉助成財団 

「社会福祉助成金」 

障がい児者の福祉向上を

目的とする事業および研

究をする 

・事業助成 

 20～100 万円 

・研究助成 

 100 万円 

2019 年 7 月 5 日（金） 

 【問い合わせ先】 

 （公財）みずほ福祉助成財団 

 電話：03-3596-5633 

 FAX：03-3597-2137 

 

● あなたにあった活動が見つかります！ 

● ボランティアの情報がわかります！ 

● 講座や交流会に参加できます！ 

● 交流ひろばや研修室がつかえます！ 

● チラシやポスターが印刷できます！ 

〒910-0006 福井市中央１丁目２-１ハピリン４階 
福井市市民生活部市民協働・ボランティア推進課 

TEL:0776-20-5107 FAX:0776-20-5168 

E-mail:volunteer@city.fukui.lg.jp 

●開所時間 火曜日から金曜日 ９時から２１時 
  土曜日から日曜日 ９時から１７時 
●休館日 月曜日、祝日、年末年始 
  （祝日が土日の場合は開館） 

https://www.fukui-volunteer.net/ 

いろいろな市民活動を紹介するテレビ番組「ふ

くチャンネル」の「やろっさ FUKUI」が、総ボラの

カウンターで見れるようになりました。 

 番組は動画共有サイト

YouTube でもご覧いた

だけます。 


