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「ボランティア活動に興味あるけど、誰に聞けば良いの、何処に行けば良いか分からない」「ボランティア
活動って、どんなメニューがあるの。気軽に体験できるプログラムがあれば…」このようなニーズにお応
えするべく、東北6県のNPO支援センターと連携して「NPOパートナーシップ制度」を創設しました。
この制度の目的は、退職を控えた方や退職された方、若年層はじめ働く人たちをNPO等でのボラン
ティア活動を通して地域社会へデビューし生き甲斐づくりの一つとしてサポートすることです。

参加のご案内参加のご案内

ボランティアの
情報提供

申込 仲介

恊働

多才な経験でボランティア活動参加（5日以内）

NPOパートナーシップ2009

■NPOパートナーシップ2010のしくみ

〈ろうきん〉は営利を目的としない、
労働者のための福祉金融機関です。

いろんなボランティアがあることを知ることができた。体験させ
てもらったことを役立てたいと思う。自分が生かされた満足感を
得た。（T・S女性）

今まで体験してきたボランティアとは種類の違うボランティアを
体験できたので大変勉強になりました。（O・M女性） 〈ろうきん〉とは…業務内容は預金やローン・各種サービスなど一般銀行とは

ほとんどかわりません。しかし、非営利を原則に、運用がまったく違います。
はたらく人からお預かりした資金ははたらく人たちの共有財産として住宅、
結婚、教育資金など、はたらく仲間とその家族の生活を守り、より豊かにする
ために役立てられています。

子供達によって色々な考え方などがある事がわかり、体験してよ
かったと思いました。また、障害を持っている子でも力強く遊んで
いる姿を見て感動しました。　（S・K男性）

青森
県 法人名

東北のNPO支援センター（県内全域活動対象）

あおもりNPOサポートセンター 〒030-0801  青森市新町2-6-25 奈良屋ビル 2階 TEL 017-776-9002/FAX 017-776-9003

TEL 019-606-1760/FAX 019-606-1765

TEL 019-635-1200/FAX 019-635-9601

TEL 022-264-1281/FAX 022-264-1209

TEL 022-791-9323/FAX 022-791-9327

TEL 018-829-5801/FAX 018-829-5803

TEL 023-647-0675/FAX 023-647-0676

TEL 024-528-1211/FAX 024-528-1218

〒020-0861  盛岡市仙北3丁目21-6内

〒020-0045  盛岡市盛岡駅西通一丁目７番１号　６階

〒980-0804  仙台市青葉区大町2-6-27 岡元ビル 4階

〒983-0852  仙台市宮城野区榴岡3-11-6 コーポラス島田B6

〒010-1403  秋田市上北手荒巻字堺切24-2

〒990-0832  山形市城西町1-7-19

〒960-8034  福島市置賜町1-29 佐平ビル地下1階

アイデイング
NPO活動交流センター（運営団体：風・波デザイン）

せんだい・みやぎNPOセンター
杜の伝言板ゆるる
あきたパートナーシップ
山形創造NPO支援ネットワーク
ふくしまNPOネットワークセンター

住所 連絡先

宮城

岩手

秋田

山形

福島

活動補助

募集人員

活動参加申込方法

活動期間
100名（東北6県） 2010年12月24日（金）まで

※活動期間、上記期間内で当該受入先とご本人のご要望によりお決めください。

活動に係る日当・交通費・食費等の支給はございません。
ボランティア保険はろうきん負担で加入いたします。

所定の「活動参加申込書」にて各県のNPO支援センターに
お申し込みください。

活動参加者 東北ろうきん

各県の
NPO支援センター

NPO
●友の会会員等退職された方

●若年層はじめ働く人たち
が休日等を活用し、NPO
での活動を希望される方

NPOとは、福祉や環境
保全など様々な社会的
課題に取組む、非営利
の民間団体のことです。

地域課題に取組み人材を必要とする

参 加 者 の 声

東北ろうきん

ろうきんとは？

主催
〒980-8661 仙台市青葉区北目町1-15　TEL.022-723-1118  FAX.022-215-3169

東北ろうきん 青森県本部 017-777-6165 東北ろうきん 岩手県本部 019-622-4104 東北ろうきん 宮城県本部 022-227-1663
東北ろうきん 秋田県本部 018-866-1315 東北ろうきん 山形県本部 023-632-6220 東北ろうきん 福島県本部 024-521-2515

事務局　営業統括部 営業店支援（担当：高橋・石垣）

東北ろうきん NPOパートナーシップ2010

ボランティア体験期間

2010年8月～2010年12月24日
◎ボランティア活動体験参加のお申し込み・各団体のご紹介は、期間中随時受付けできます。
◎活動修了の際には活動体験参加のアンケートの提出をお願いいたします。

ふれ愛の日。
東北ろうきん

体験型ボランティア［参加者募集］



①かれいざわアートICHIBA／9月10日～12日、9月18日～20日
　　　　　　　　　　　　　　いずれも10時～16時頃まで
②NPOりんご園収穫作業／11月（日にちは未定）10時～16時頃まで

活動内容に関しては、子育て支援活動、まちづくり活動、学習支援
活動など様々な活動がありますが、随時、事務局へお尋ねください。

「あおもりNPO サポートセンター」
広く市民活動を行う個人或い
は団体を支援することによ
り、市民の自己決定と自己責
任に基づく自立性のある市民
社会の実現に寄与することを
目的としています。NPO法人
化のサポートと各種相談、法
人化後の運営・会計マネージ

メント、情報提供と人材派遣を始め、アート活動及びITサ
ポート・農業等のサポート事業及びインキュベートを行い、
全国のNPO団体との交流・連携を図っています。

特定非営利活動法人　あおもりNPO サポートセンター
http://www.a-nponet.jp/ http://www4.ocn.ne.jp/～hicope/index.htm

旧王余魚沢小学校・梅田NPOりんご園

◎廃校活用イベント「かれいざわアートICHIBA」のサポート
◎NPOりんご園収穫作業

NPOって知っていますか？地域の問題や困っていることを何とか解決しようと
自ら進んで活動している市民の団体です。
熱い思いを持ち、地域がよくなることを目指して日々活動しています。
そんなNPOの活動をちょっとのぞいてみませんか？
新しい出会いや新たな自分を発見できるかもしれません。

「子どもを真ん中に」を合言葉に、子どもを見守り、子ども
の育ちを喜び合える地域社会の構築を目指して、人と人と
のつながりを大切にしながら子育てを支援する活動をおこ
なっています。

「弘前こどもコミュニティ・ぴーぷる」

特定非営利活動法人　弘前こどもコミュニティ・ぴーぷる

「であいの家あうん」

社会福祉法人　抱民舎　であいの家あうん
http://www.houminsya.com/aun/a_index.html http://www2.ocn.ne.jp/～n-hibiki/index.html

事務所そばの畑及び加工場

「農楽郷 hibiki」

特定非営利活動法人　農楽郷hibiki

平日（月曜日～金曜日）の8：30～15：00
休み：土曜、日曜、祝祭日　8/13～8/15、12/29～1/3

①と③は、ＮＰＯの所有車を使って運転。
①は市内全域（旧浪岡地区を除く）、③は新町と浅虫を往復。接客あり。
②は新町商店街・駅前・本町公園のプランターや植え込みの花の世話。
水やり・花ガラ摘み・植え替えなど。

「SAN Net 青森」

特定非営利活動法人　SAN Net青森
http://www.npo-sannet.jp/index.html

青森市の中心商店街

①「お買物宅配サービス」体験（運転・配達）
　月曜日～土曜日　15：00～18：00
②「花の世話」体験（水やり・植え替えなど）
　11月まで　週2日の午前中
③「健康弁当配達」体験（運転・配達）
　月・水・金　9：30～12：00 ①超初心者、シニア、子どもなどを対象としたパソコン講習と県南エリアを

　中心とした出張講習の開催
②パソコン講習会が行われる各施設までパソコンを配達、及び撤収。
③パソコン講習会のアシスタント（受講生のパソコン操作の手伝いと助言）
※パソコンの基本操作（ワード・エクセル基礎）ができる方を希望します。

「IT事業センターはちのへ」
当法人は「超初心者
とシニアのためのパ
ソコン教室」です。
堅苦しいイメージの
「教室」ではなく、
親しみやすい雰囲気
づくりを心がけてい
ます。ぜひ当教室の
雰囲気を体験してみ
てください。マンツー
マンでの個人講習の

他、各施設においてパソコン講習会を開催しています。
売市教室は…■あなたに合わせたフリースケジュール■一人
ひとりのペースでやりたいことをやりたい時にゆっくりと学
習■マンツーマンの受講が可能■低料金（1時間1,000円）

青森市の中心商店街の
なかで、障害福祉サービ
スを運営しています。商
店街の「お買物宅配サー
ビス」、街路のプラン
ターの「花の世話」な
ど、商店街の活性化に貢
献したいと、1999年から

活動を続けてきました。今年は、ＮＰＯ活き粋あさむしと連携し、
「いきいき健康弁当」配達を始めました。中心街区にお住まいの
お年寄りに、健康的な食物をお届けします。私たちは精神科に通
う人を対象にした福祉サービスです。利用者本人も企画や運営に
かかわり、障害者が福祉の受け手から送り手になるように、そし
て、競争社会のなかで失われたものを取り戻せるように願い、人
とのつながりを広げていきます。

特定非営利活動法人 ＩＴ事業センターはちのへ
http://www.pc-b.net/

主に八戸市売市の教室内（マンツーマンの講習のお手伝い）
八戸市内の公民館、その他出張パソコン講習の会場内

体験型ボランティア

一歩踏み出せば、
何か始まる、どこかが変わる！

参加者募集 青森県

体験可能日時

体験可能日時

活動場所

活動内容体験内容

体験可能日時

活動場所

体験内容

活動場所

体験内容

活動場所

体験内容

体験可能日時
◎月～土曜日　9：00～18：00の間
　→ 八戸市売市の教室内
◎月～金曜日　9：00～16：00の間
　→ （公民館など）「市民ＩＴ講習会」が行われる日

活動日時

県立芦野公園内で開催されるイベントのメニュー「芦野公園散策ガ
イド」と、町内を巡る「金木文学散歩のサブガイド」と、イベントスタッフ
※事前にスタッフとの打ち合わせ有り（ガイド説明会）

「かなぎ元気倶楽部」

特定非営利活動法人　かなぎ元気倶楽部
http://www.kanagi-gc.net/index.html

県立芦野公園内

「太宰ミュージアム」グランドオープニングフェスタ
イベントスタッフ　平成22年9月4日、5日
①9：30～16：00　3名程度
②14：30～17：30　2名程度
③8：00～17：00　6名程度

「テイクオフみさわ」

特定非営利活動法人　テイクオフみさわ
http://takeoff-misawa.net/

活動場所

体験内容

体験可能日時

障害者就労支援を
行っており「自然との
共生共存」を基本理
念として、それぞれの
人格と個性を尊重し、
皆が幸せになれる社
会造りを目指し、その
達成の為、生産・加
工・販売を基軸とし、
様々な分野への挑戦
を試み、職場確保に
努めています。

随時、事務局へお尋ねください。

農作業、ブルーベリー・カシス収穫、加工、販売

①支援の手伝い（食事介助等）
②音楽活動：第1、3金・土曜日　10:30～11:30（講師の都合により日程変更の場合あり） 
③押し花活動：毎週土曜日　14:00～15:30頃
④絵画活動：毎月1回（土曜日）
⑤農作業：ブルーベリーの収穫・野菜の収穫・ボカシ肥作り・開墾作業（7～8月）
⑥スヌーズレン活動：音や光、匂い等を用いたリラクゼーション活動
⑦余暇支援：プール外出（7～9月）・体験外出（毎月1回）・その他行事（不定期）

一人ひとりの輝く
べき人生を、どん
なに障がいが重
くても地域で豊
に暮らし続けら
れるよう私たち
は支援します。

体験可能日時

月～土曜日　８：３０～17：３０
その他、日曜日に行事開催する場合も体験できます。

活動日時

◎県立三沢航空科学館・三沢市大空ひろばの運営
◎紙飛行機教室の開催・各種紙飛行機大会の開催

ミス・ビードル号に
よる、太平洋無着
陸横断飛行の歴史
的快挙が教えてく
れた、「夢・勇気・
挑戦、そして友情」
という貴重なメッ
セージの伝承と、
科学する心、感動
する心、挑戦する

心を育むために、青森県立三沢航空科学館指定管理者グルー
プの代表団体として科学館を地域活性化の拠点とするべく、
その運営と様々なイベントを開催しております。

青森県立三沢航空科学館

①各種イベント運営の補助体験
　大空ひろば野外音楽祭／9月5日(予定)　12:00～21:00
　ミスビードルスカイフェスタ(仮称)／10月3日　9:00～15:00
　JAXAコズミックカレッジ／12月12日　9:00～15:00
②科学館航空ゾーン展示物の解説／10月1日～12月24日　9:00～14:00
③科学実験工房の実験補助員／10月1日～12月24日　9:00～14:00
④科学館ライブラリー(図書館)管理／10月1日～12月24日　9:00～14:00

体験可能日時

活動場所

体験内容

作家「太宰治」生
誕の地、津軽三味
線発祥の地にある
当団体は、「太宰
ミュージアム」を
町づくりのテーマ
に揚げ、「年中どこ
かで 何かが 面白
い」を 合 い 言 葉
に、地域住民と協
力しながら日々挑
戦しています。太宰

治記念館「斜陽館」と津軽三味線会館の管理業務、独自の
商品開発、観光ツアーの企画、歴史文化の研究発表、古民
家再生と地域産業技術の伝承など、地域資源に根ざした
活動を実践しています。
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