
1 県北 二本松市
特定非営利活動法人
がんばろう福島、農業者等の会

福島県内52の農家で構成するNPOです。
農業体験、販売、スタディファーム等様々
な活動を行っています。

◆農作業体験
◆県産農産物の販売体験
◆福島県農業の情報発信による風評被害の払拭

８/１（水）～８/３１（金）

2 県北 二本松市
特定非営利活動法人
育ちの会 輝

０歳から１８歳までの障害者の障害状態の
改善を専門とする通所支援施設です。知
的あそびや訓練を行っています。

◆障害児を含む子どものあそびを通して、子育て支援を学ぶ
◆施設利用の子ども達と活動を共にして障害児や高齢者をはじめ人の行動
や心の動きを理解し、人への寄り添い方を学ぶ
◆スタッフの働く姿勢や体験談から福島県を支える働き方の重要性と自分の
将来を考える

７月下旬～９月下旬
（８/１４～８/１６を除く）

3 県北 伊達市 ＮＰＯ法人ＤＡＳＨ
小学生放課後活動と子育て支援の充実に
むけ活動している団体です。子ども関係の
職業を目指す方、大歓迎です。

◆児童クラブの小学生と一緒に遊んだり、屋内遊び場で乳幼児親子支援をし
たりします。裏磐梯や会津若松での自然・歴史体験や科学教室、けん玉活動
などのイベントも予定しています。子ども理解が進んだら、子どもの村やアン
テナショップ等を訪問し、復興現場の人と出合い、新たな自分を発見して自分
なりの活動を企画実践します。

７/２３（月）～８/３１（金）

4 県北 伊達市
特定非営利活動法人
りょうぜん里山がっこう

避難先から戻った親子の支援、また、U.I
ターン者や福島に思いを寄せる方々と、地
域の復興再生の取組を実施しています。

◆ピザ、パン作り体験の運営補助
◆「そばまつり」イベントに向けて環境整備と接待運営
◆料理教室や交流会の運営補助

９/１（土）～９/１７（月）

5 県北 福島市
特定非営利活動法人
チームふくしま

観光、雇用、教育活動を柱として、ひまわ
りの種を通じて思いやりや福島の魅力を
知ってもらうプロジェクト。

◆震災復興等のイベント手伝い
◆インターン活動および団体の活動内容のブログ作成・発信
◆福島県内でひまわりを育てていただいている方への取材

７月下旬～９月中旬

6 県北
県中

福島市
郡山市

特定非営利活動法人
ビーンズふくしま

様々な背景から困難な状況に置かれてい
る子ども・若者が自分らしく生きるための
支援を行っています。

【県北】フリースクールで子どもたちとの活動、仮設住宅・復興公営住宅での
子どもの学習支援、多世代交流拠点でのイベント運営

【県中】社会参画を目指す若者の就労支援プログラムの補助、遊びを中心と
した交流など子ども・若者の居場所活動の補助、貧困家庭の子どもたちへの
家庭訪問支援の補助

７月下旬～９月中旬

7 県北 福島市
特定非営利活動法人
福島就労支援センター

求職活動者に対して職業能力の開発や雇
用機会拡充の支援、子どもの学習支援活
動を行っています。

◆原発避難者、貧困家庭の子どもの無料学習教室「スタ☆セン」での学習補
助
◆原発避難者の現状と仕事状況の調査
◆避難者・帰還者を対象としたイベントの企画・立案・運営など

８/２（木）～９/８（土）

8 県北 福島市
特定非営利活動法人
ふくしまユナイテッドスポーツクラブ

私達は、サッカーを通じて、福島の子ども
達の心身育成のサポートを実施していま
す。

◆県内各所サッカースクールにて、スクールコーチの指導補助および交流
◆福島ユナイテッドFCホームゲーム会場にてサッカー教室準備と運営補助
◆インターンの振り返りと福島の子どもたちについてのディスカッション

８/２８（火）～９/１７（月）

9 県北 福島市
特定非営利活動法人
元気になろう福島

双葉郡・浜通りを中心に、地域の人々と連
携して、震災からの復興・まちづくりに取り
組んでいます。

◆地域と連携した復興・まちづくり活動を行うＮＰＯの業務体験
◆被災地域の現状視察やそこで活動する人々のお話を伺う
◆ＨＰやブログ、ＳＮＳで情報を発信する活動

７月下旬～９月中旬

10 県北 福島市
特定非営利活動法人
いいざかサポーターズクラブ

住んで歩いて楽しいまちを目指し飯坂町を
盛り上げたいと考えている地元住民が集
まる共通の場として活動中。

◆飯坂町における観光客集客の拡充につなげるイベントやスポーツアクティ
ビティ（カヤック、マウンテンによるサイクリングなど）開催時のサポート
◆飯坂町をはじめ福島市の未来を担う、子ども達の成長に良い影響をもたら
す冒険ひろば（外での自由遊び）でのサポート
◆復興公営住宅での避難者支援活動のサポート

７月下旬～９月中旬

11 県中 郡山市
認定ＮＰＯ法人
キャリア・デザイナーズ

企業での就労体験やコミュニケーション講
座などを開催し、就労自立を目指す若者
の就労支援を行っています。

◆地元の協力事業所での就労体験(ジョブトレーニング)の引率・作業のサ
ポート
◆高齢者世帯の除草作業などのボランティア活動
◆講座(キャリア教育、コミュニケーション能力開発)のサポート
◆団体の広報活動(Facebookなど)

７/１７（火）～９/２１（金）

12 県中 郡山市
特定非営利活動法人
ぴぃかぁぶぅ

障がいの有無に関わらず、子ども達の社
会参加や居場所づくり、安心して暮らせる
街づくりを目指しています。

◆夏休みや放課後における子ども達のためのワークショップや外出のサポー
ト
◆サッカースクール、体操教室、行事のサポート
◆子ども達が安心できる環境づくりとして、遊び相手になったり子ども達の気
持ちに寄り添ったりする

７月下旬～９月中旬
(お盆期間を除く)

13 県中 郡山市
特定非営利活動法人
ふよう土2100

障害児通所支援事業の運営。児童、障が
い者に対する相談支援業務。東日本大震
災の被災者への復興支援。

◆「放課後等デイサービスがっこ」「えるーむ」を利用する発達障害の子ども
サポート業務
◆屋外活動での外出支援
◆個別の学習支援（宿題）や運動支援（体操）、余暇活動支援

７/２３（月）～８/３１（金）
（土日、８/１４～８/１６を除
く）

14 県中 郡山市
特定非営利活動法人
ホールアース研究所

36年目を迎える自然学校の老舗。キャン
プや自然ガイドなど、様々な自然体験の提
供を行っています。

◆県内屋内遊び場にて、子どもたちの体験イベントの準備・企画・実施
◆福島の山を登る、主催登山プログラムの準備・運営補助
◆その他、プログラムデザイン・伝える技術を磨くカリキュラムを実施

８/３０（木）～９/２０（木）

15 県中 郡山市
特定非営利活動法人
子育て支援コミュニティ
プチママン

郡山地域を中心に子育て支援をしている
法人で、常設ひろばでの親子活動の他、
出張での各種活動を行っている。

◆ひろばイベントの準備や補助
◆お子さんの託児や見守り
◆親子バスツアーのサポート

７/２３（月）～９/２１（金）
（水・土・日・祝日・お盆休み
を除く）

16 県中 郡山市 特定非営利活動法人　コースター
民間の公民館「福島コトひらく」の運営、福
島県の次世代を担う人材育成の場や機会
づくりを行っています。

◆地域活性などに関するワークショップの運営補助
◆川内村へ帰村した村民に対するボランティアの補助

８/２１（火）～９/１５（土）
※日月を除く

17 県中 郡山市 特定非営利活動法人　あんだんて
障がいを持つ子ども達の社会参加や安心
して楽しく過ごせる場所・仲間作り、保護者
支援を行っています。

◆個別・集団活動、外出等の支援
◆余暇活動の支援（おやつ作り、計画補助・準備）
◆子ども達の喜怒哀楽を体感しながら、寄り添い方を学ぶ

７/２３（月）～９月上旬

※学生パンフレットを只今作成中です。パンフレット出来次第差し替えいたします。

インターン活動内容

平成３０年度「チャレンジインターンシップ」受入れＮＰＯ法人一覧
地域

団体
番号

市町村 受入可能期間団体紹介団体名

http://www.farm-n.jp/
http://www.farm-n.jp/
http://www.npo-sodachinokai-kagayaki.com/
http://www.npo-sodachinokai-kagayaki.com/
https://date-dash.jimdofree.com/
http://date-satoyama.com/
http://date-satoyama.com/
http://www.sunflower-fukushima.com/
http://www.sunflower-fukushima.com/
http://www.beans-fukushima.or.jp/
http://www.beans-fukushima.or.jp/
http://fukushimashuro.org/
http://fukushimashuro.org/
http://fusc.jp/
http://fusc.jp/
http://genkifukushima.jp/
http://genkifukushima.jp/
http://iizakasupporters.com/
http://iizakasupporters.com/
http://npocd.jp/
http://npocd.jp/
http://peekaboo373.com/
http://peekaboo373.com/
http://npo-fuyodo2100.org/
http://npo-fuyodo2100.org/
http://www.wens.gr.jp/fukushima/
http://www.wens.gr.jp/fukushima/
http://petitmaman.or.jp/
http://petitmaman.or.jp/
http://petitmaman.or.jp/
http://costar-npo.org/
https://andante-pokke.jimdo.com/


18 県中 田村市 ＮＰＯ法人　くらスタ
震災後の地域再生を軸に、「誰もが参加で
きる社会づくり」を目指して活動を行ってい
ます

◆田村市復興応援隊員として、住民交流の場で記録業務
◆地域に暮らす高齢者宅を訪問しての傾聴業務
◆ヨソモノ視点で地域の魅力を探る町歩き

７/２６（木）～８/１２（日）
８/２０（月）～９/１５（土）

19 会津 会津若松市
特定非営利活動法人
寺子屋方丈舎

私たちは、子どもの社会参画を目指し、そ
の子が必要としている学びを一緒に作って
ゆく活動をしています。

◆復興支援として行っている大熊町の子どもたちを対象とした学童保育の業
務補助
◆不登校の子どもたち対象のフリースクール活動業務補助
◆社会の貧困問題の解決と予防に向けて行っている子ども食堂の運営補助

７月下旬～９月中旬
（土・日を除く）

20 会津 会津坂下町
特定非営利活動法人
市民活動支援組織NIVO

住民主体のまちづくりをめざし、各種事業
を展開する他、公益活動団体を支援・繋ぐ
中間支援団体です。

◆町新庁舎建設がはじまることで、住民の意識調査
◆町への愛着と将来ビジョン（賑わい創出）を考えるアンケート調査
◆町へ問題提起（空き家空き店舗、高齢独居者の安全安心）

７/２３（月）～８/１０（金）
（土日を除く）

21 いわき いわき市
特定非営利活動法人
Global Mission Japan

バラエティーに富んだプログラムを通して、
国際性豊かに心の復興活動を行なってい
ます。

◆英会話、カフェトークの資料準備、運営サポート
◆交流カフェ、コーラス教室、太極拳教室の運営サポート
◆市民農園での農作物の収穫や放射線量測定
◆海外からの学生との共同ボランティア活動

７/２３（月）～９/１４（金）

22 いわき いわき市
特定非営利活動法人
いわき自立生活センター

障がい者・難病者の福祉介護事業を行っ
ており、又原発事故避難者の支援にも取り
組んでおります。

◆いわき市内の観光施設のバリアフリー調査活動
◆復興公営住宅での交流サロンの設営・運営の補助、健康体操などイベント
の運営補助、交流新聞の作成と配布などのコミュニティ形成支援活動
◆障がい者・難病者の介護現場の見学

７/１７（火）～８月上旬

23 いわき いわき市
特定非営利活動法人
いわき緊急サポートセンター

子育ての不安や困り事を共有し、安心笑
顔で暮らせるよう家族まるごとサポートしま
す。すくのび広場も運営中。

◆すくのび広場の多世代交流を見守りし、現状の生活と課題を確認
◆子育て支援活動の現場の寄り添いと保護者への傾聴
◆子育て支援者研修会の参加、保育勉強会の参加

７/２１（土）～９/１５（土）

24 いわき いわき市 特定非営利活動法人　青陽
地域の経済復興に携わるお父さん・お母さ
んの支援を主に、子供たちとのふれあいを
大切に明るい未来を目指します。

◆学童クラブでの子供たちの学習支援・遊び支援
◆学童クラブの運営補助
◆学童クラブのイベント支援

７/２３（月）～８/２４（金）
（８/１２～８/１６は除く）

25 いわき いわき市
特定非営利活動法人
いわき鳴き砂を守る会

いわきの海岸にある「鳴き砂」を通して、
「環境と鳴き砂」をテーマに環境保全活動
を行っています。

◆９月上旬のイベント第３回いわきプラージュ（砂浜）の開催準備および運営
の手伝いを通して、イベントへの取組と子供にとっての砂遊びの重要性を学
ぶ
（子供の砂場、砂像づくり、砂絵教室などの実施）

９/４（火）～９/１１（火）

26 いわき いわき市 特定非営利活動法人　よつくらぶ
道の駅よつくら港やチャイルドハウスふくま
るを運営しながら、活力ある町づくりに貢
献することを目的とする。

◆チャイルドハウス「ふくまる」にて、子供達への心・体のケアのために一緒に
遊んだり、けがのないよう等の見守り
◆道の駅「よつくら港」において農水産物のＰＲ活動
◆お祭りや花火大会等の町おこしイベントの準備、PR活動、運営の手伝い

７月下旬～９月中旬

http://tamura-ouentai.org/
https://www.terakoyahoujyousha.com/
https://www.terakoyahoujyousha.com/
http://nivo.jp/
http://nivo.jp/
http://globalmissionjapan.com/
http://globalmissionjapan.com/
http://ciliwaki.wixsite.com/ciliwaki
http://ciliwaki.wixsite.com/ciliwaki
https://iwakikinsapo.jimdo.com/
https://iwakikinsapo.jimdo.com/
http://seiyoujidouikuseikurabu.web.fc2.com/
https://nakisuna-iwaki.amebaownd.com/
https://nakisuna-iwaki.amebaownd.com/
http://www.429-love.jp/

