
ふく 

サポ 

通信 
２０１０年１２・１月

ふくサポの 

連絡先は 

こちらから→ 

◇JR福島駅から徒歩８分。当サポートセ

ンターには駐車場はありませんので、車で

お越しの節は、周辺駐車場をご利用くだ

さるようお願いいたします。 

ふくサポとは･･･ 
・市民活動やボランティアの情報
を提供しています。 
・市民活動やボランティアに関す
るご相談にお答えします。 
・登録制のレターケースや印刷
スペース、打ち合わせができるス
ペース等をご用意しております。 
 なお、ふくサポの運営は福島市
から委託を受けたNPO法人ふくし
まNPOネットワークセンターが行っ
ています。 

■開館時間 

午前１０時～午後９時３０分 

■休館日    毎週火曜日 

Vol．３４ ふくサポ通信 ‐１‐ 
‐６‐ Vol.３４ ふくサポ通信  

発行日：２０１０年１２月２７日 

編集：特定非営利活動法人 

ふくしまNPOネットワークセンター 

発行：福島市市民活動 

      サポートセンター 
〒９６０-８０４１ 

福島市大町４-１５ 

チェンバおおまち ３階 

TEL：０２４-５２６-４５３３ 

FAX：０２４-５２６-４５６０ 

URL：http://www.f-ssc.jp 

E-mail:f-ssc@bz01.plala.or.jp 

もくじ 
○コラム「市民活動団体の交流･連携の手応えを感じて」 

○助成金情報・イベント情報 

○福島市の活動団体を訪ねる 

    第1４回 「ＮＰＯ法人 こだま会」さん 

○コラボ☆ふくしま その後・・・を追え！ ｎｏ．２ 

○お邪魔しました！！「県北活動団体主催イベント」 

○「ふくしま市民活動フェスティバル ２０１０」の現場から・・・ 

○今月の図書紹介 

○ふくサポ探検隊～にゃんこ隊長おすすめ！！交流広場＆会議室の巻～ 

交流広場では現在、登録団体さんのＰＲも兼ね

て、色々な企画展示をおこなっております。 

９月２２日～１１月２９日  

ふるさとの川・荒川協議会提供「写真で見る荒川

流域の土木遺産～荒川の四季～」 

１２月１日～１２月２３日 

福島市読み聞かせボランティア提供「大型絵本で

見るおはなしの世界」 

１２月１１日～１２月１７日 

コドモノエガクマチ実行委員会提供「コドモノエガ

クマチ模型展」 

  

 

１２月１８日（土）、１９日（日）「ふくしま市

民活動フェスティバル２０１０」が開催され

ました。約６０を超える市民活動団体が参

加し、パネル展示やステージ、販売ブース

を通して活動内容の紹介をおこないまし

た。２日間で６、０００人を超える来場者が

あり、団体同士の交流などで盛り上がりま

した。          

 
 

 

 

 

 
 

市民活動フェスティバル 

会議室・交流広場の窓から 

 2010年度の「ふくしま市民活動フェスティバル」が盛況のうちに終了

しましたことを、まずはご報告したいと思います。共催をいただいた福

島市はじめ後援をいただいた関係機関、さらには協賛いただきました企

業や団体のみなさまに、衷心より厚く御礼申し上げます。また、手弁当

でフェスを盛り上げていただいた実行委員のみなさまおよび各団体の参

加者にも、深く感謝の意を表したいと思います。どうも有り難うござい

ました。 

12月18日（土）、12月19日（日）の２日間にわたり、装い新たに開館

したMAXふくしま（旧さくら野）４階の「A・O・Z（アオ－ゼ）」を会

場に、フェスティバルは開催されました。当初、助成金の無いなかで、

「A・O・Z」の広大なスペースにおいて、しかも２日間、やや冒険なの

では、という意見もありました。しかし、うつくしま基金の助成を受け

た子ども関係のプロジェクトと一緒に経費を負担しながらやりくりする

こと、福島市に共催していただくことにより結果として会場費の半額減

免措置が可能になること、フェスティバルのチラシやプログラムの協賛

広告および寄付金を広く集めることで、なんとか資金面では対応して、

頑張ってみようということになりました。ふくしまＮＰＯネットワーク

センターが市より管理運営を受託している「福島市市民活動サポートセ

ンター」に事務局をお願いできたことも大きな支えになりました。結果

的には、フェスティバルには60以上の活動団体の自主参加があり、来場

者数も想定数をはるかに上回り、充実したプログラムを用意することが

できた上に、一定お祭りとしての賑わいの創出もできました。 

さて、オープニングの挨拶でも申し上げましたように、市民活動フェ

スティバルには３つの目的があるのではないかと考えております。１つ

目は、広く一般市民の方々へ市民活動に興味を持っていただき、理解を

深めていただく機会を提供することです。２つ目は、市民活動団体同士

の交流を密にし、連携を深め、地域の諸課題を総合的に解決する基盤づ

くりに資することです。3つ目は、行政との協働、企業との協働の推進の

ためのコミュニケーションを深め、プラットフォーム創りのノウハウを

共有化していくことです。 

 １つ目の目的に対しては、回を重ねるたびに一般市民の参加が増えて

きているようですので、いい方向に向かって改善が進んでいるように思

われます。２つ目の目的に対しては、市民活動団体は打てば響くという

状況がみられるようになり、想定以上のペースで交流が活発化してきて

いるという手応えを感じます。３つ目の目的に対しては、従来あまり進

展がみられなかったのですが、今回は福島市企画政策課からのコラボ事

業の事例報告があり、ようやくこの扉も開き始めたという印象を強く持

ちました。 

コラム 

ふくサポ探検隊～ニャンコ隊長、おすすめ！交流広場＆会議室の巻

～ 

（左写真）テープ

カットの様子  
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ん、金谷福島市市
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  「市民活動団体の交流・連携の手応えを感じて 」 
           ふくしま市民活動フェスティバル実行委員長  星野 珙二 

      （特定非営利活動法人 ふくしまNPOネットワークセンター副理事長 

                                     ／福島大学教授） 

編集後記 
２０１０年は大変お世話になりまし

た。２０１１年もふくサポをどう

ぞよろしくお願いしま

（写真左から）荒川の四季・お話しの世界・コドモノエガクマ

チ模型展・ポスター＆舞台写真展・のっぽアカデミー 

にゃんこ隊長 

 

 

 

 

 

  

１１月１０日（水）第３回ＮＰＯマネジメント講座 

「市民活動と企画事業～もしもノートと市民活動

～」（講師：ＮＰＯ法人 ライフ・アンド・エンディ

ングセンター理事長 須齋美智子氏／会場 

ふくサポ／参加者 ２３名） 

何故もしもノートができたか？どんなふうにやくだ

てているか？高齢化社会の実情などを学んだ。 

１１月２０日（土）第３回市民活動ステップアップ

講座「ソーシャルビジネス～社会起業家づくり

～」（講師：（株）クリフ代表取締役 福島市行政

改革アドバイザー 石山純恵氏／会場 ふくサ

ポ／参加者 １０名） 

講師の経験談を通して、社会起業家になるまで

の過程や社会起業家としての心構えなどを楽し

く学んだ。 

（写真左から）もしもノート・ソーシャルビジネス・里山・古民

家展示 

１２月２４日～Ｈ２３．１月２４日 

福島演劇鑑賞会提供「井上ひさし追悼 ポスター＆舞台写真展 

１１月４日 

ふくしまＮＰＯネットワークセンター主催「第２回のっぽアカデミー」 

～公益施設は民間にまかせたほうがいい？～ 

報告者 齋藤善章氏（ＮＰＯ法人ふくしま飛行協会）他 

１２月９日 

ふくしまＷＡＷＡＷＡの会主催ＤＶＤ「沈黙のアピール」上映会 

 

その他、打合せや勉強会、演劇の練習など会議室や多目的ルーム

の使用も色々です。ふくサポ見取り図は下の通りです。是非是非、ご

利用下さい。 

今回は交流広場に注目してみまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（右写真） 

「ふくしま市民活

動フェスティバル

２０１０」受付の様

子 

（左写真）オー

プニングセレモ

ニーで七福神の

舞いを踊る福島

芸能協会さん 

１２月１１日（土）第４回市民活動ステップ

アップ講座「里山を舞台とした団体活

動～協働の現状と理想～」（コーディ

ネーター 福島大学副理事長清水修二

氏 パネリスト ＮＰＯ法人りょうぜん里山

がっこう理事長高野金助氏・ＮＰＯ法人

ゆうきの里東和 ふるさとづくり協議会理

事長大野達弘氏・小鳥の森 里山保全

クラブ代表高原豊氏／参加者 ２３名） 

里山を背景に活動されている団体事例

を参考に協働の姿を学んだ。会場には

ふる里工房のミニチュア古民家も飾ら

れた。 

ふくサポ講座報告 

～お知らせ～ 
・ふくサポにパネルが入り、

パネル展示が可能になりま

した。是非ご利用ください。 

・相談日について 

 ＮＰＯ法人設立相談 

   毎週金曜（要予約） 
（内容によっては常時相談業

務をおこなっているものもござ

います。お電話にて相談下さ

い。） 

 会計相談 （要予約） 
   毎月第２、４水曜日 

（左写真） 

福島日中文化交流

会さん紹介ブース 

（左写

真） 

福島市

車いす

ダンスの会さんのステージ 

（右写真） 

スリランカ

カレー 

（左写真） 

ルワンダ

料理と

コーヒー 
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助成金 

活動支援 

情報 
※詳しい情報はふくサポホー

ムページもしくはふくサポ館

内に掲示してあります 

第１９回「住まいとコミュニティづく

り活動助成」 

〈対象〉営利を目的としない民間団

体。社会のニーズに対応した住まい

づくり、地域コミュニティの創造・活性

化など住まいとコミュニティづくりに関

わる分野についての活動。 

〈支援金額〉１件あたり上限１００万円 

〈応募締切〉平成２３年１月１４日（金） 

〈お問合せ先〉 

  財団法人 ハウジングアンド 

      コミュニティ財団 助成係 

       電話 0３-３５８６-４８６９ 

 第４回ティファニー財団賞 

 ー日本の伝統文化と現代社会ー 
〈対象〉①地域の伝統文化を現代社会の営

みにマッチさせ、地域文化を核として市民を

巻き込んだ活動を行う②地域社会に昔から

あった活動を再活性化することにより、地域の

誇りを取り戻す③伝統文化をテーマに国内外

と交流することで開かれた地域づくりを行うな

どの活動を行っている非営利組織。 

〈支援金額〉伝統文化大賞、伝統文化振興

賞、それぞれ賞金２００万円とトロフィー 

〈応募締切〉平成２３年１月３１日（月） 

〈お問合せ先〉（財）日本国際交流センター内 

         ティファニー財団賞事務局  

          担当：毛受(めんじゅ）、藤田 

         電話 0３‐３４４６‐７７８１（代表） 

‐４‐ Vol.３４ ふくサポ通信  

各種イベント・

ボランティア

募集 ・ 

お知らせ情報 
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交流コーナーから、今月の図書紹介  

 

 

     ＮＰＯ法人会計基準策定プロジェクト最終報告／ＮＰＯ法人会計基準協議会 
 
次のような会計基準内容のポイントがわかりやすく解説。 ①「収支計算書」から「活動計算書」

へ ②経常費用を事業費と管理費に分け、さらに人件費とその他の経費に分ける ③無償・低い価

格の施設の提供やボランティアを会計にとりこむことができる ④使途を制約された寄付金等は原

則注記する ⑤小規模法人への対応 ⑥ＮＰＯ会計のＱ＆Ａ 

（コメント）平成２２年７月ＮＰＯ法人の会計基準が新しく発表されました。これは民間主体・ 

     市民参加型で策定された初めての会計基準です。この会計は外部から会計をみても、会

計がわか 

     りやすくなっています。困ったときのＱ＆Ａがついており、わかりやすい手引きとなっています。 
   

   交流コーナー図書スペースで閲覧できます。貸し出しには、免許証などの身分証が必要です！！           

  

 

 
 
 

 
 

ＮＰＯマネジメント講座「ＮＰＯの会計・税務講座」 
 

〈講師〉加藤 英夫 氏（有限会社 かとう会計事務所 代表） 
 

〈日時〉会計講座 平成２３年２月５日（土）１０：３０～１６：００ 

     税務講座 平成２３年２月６日（日）１０：３０～１６：００ 
 

平成２２年７月、ＮＰＯ法人の会計基準が発表され、ＮＰＯ法人の会計

が新しくなった。民間主体、市民参加型で実現した初めての会計基

準！！講座の中で、この会計基準策定の目的や８つのポイントをわか

りやすく講義し、実際に準拠した場合の財務諸表を読み解く。講座は

「会計」「税務」に分けての２回。どちらか１回のみの受講も可能です。 

  「成年後見に関する相談」                                                
 

       電話・面談 
法定後見、任意後見に関するしくみや申

立手続について定期に相談に応じます。 
 

〈日時〉毎週月曜日 １０時～１５時 

    （祭日・１２月２８日～１月３日休み）                                     

〈場所〉福島市役所正面入口前 
 （福島市五老内町６－４ フジコーポラス１０１） 

〈相談〉無料 

〈お問合せ先〉特定非営利活動法人 

       「ふくしま成年後見センター」 

       事務局 國井、中橋 

    ＴＥＬ・ＦＡＸ ０２４－５３５－５４５１ 

  「介護保険の利用に当たって」  
       シンポジウム         
〈基調講演〉 午来和子（福島学院大短大 准教授）  

〈パネルディスカッション〉 

コーディネーター  午来和子 

パネリスト 

 安倍満夫 （福島市長寿福祉課係長）   

 中島靖治 （特別養護老人ﾎｰﾑ信夫の里施設長）  

 室井トシエ （ｹｱﾌｫｰﾗﾑあづま副施設長代行）      

 佐藤徳子 （ｸﾞﾙｰﾌﾟﾌｫｰﾑ美里所長）   

〈日時〉平成２３年１月１４日（金）午後３時～５時 

〈場所〉チェンバおおまち３階 

   福島市市民活動サポートセンター会議室 

〈参加費〉無料 

〈主催・お問合せ先〉特定非営利活動法人 

           「ふくしま成年後見センター」 

        ＴＥＬ・ＦＡＸ ０２４－５３５－５４５１ 

             ボランティア会員募集！！ 
〈イベント・大会名〉 全国中学校スキー大会 おもてなし事業 

      ～地元特産品をふるまいます！全国から集まる選手、保護者、関係者とのふれあいがあります！～ 

〈活動日・場所〉 平成２３年２月８日（火）、９日（水）  

           猪苗代スキー場ミネロ・猪苗代町クロスカントリースキーコース 

〈活動時間〉 両日とも ７：３０～１５：００（試合開始９：００） 
          ※上記終了時間は暫定のものになりますので、目安としてお考えください。 

〈活動内容〉 両日とも おもてなしの準備 選手・保護者・関係者へのおもてなし 後片付け 

         （地元特産品をふるまうお手伝いです！） 

〈募集人数〉 両日５～１０人   〈活動条件〉 昼食支給   

〈申し込み締め切り〉 平成２３年１月３１日（月） 

〈主催〉 ＮＰＯ法人 うつくしまＮＰＯネットワーク 

〈お問合せ先〉 ＮＰＯ法人 うつくしまスポーツルーターズ事務局（担当 佐藤、齋藤） 

            電話／ＦＡＸ ０２４－５４６－９８７５  Ｍａｉｌ：ｉｎｆｏ＠ｒｏｏｔｅｒｓ．ｊｐ 

 「成年後見制度 説明会」 
 

〈場所〉福島市中央学習センター 

〈開催日時〉 
 平成２３年１月１３日（木）・２月１０日（木） 

     1０：００～１１：３０  

     １８：３０～２０：００ 
  ※１月は夜間の説明会はありません。 

〈参加費〉無料（資料代２００円） 

〈主催〉成年後見制度研修委員会 

〈お問合せ先〉 

 成年後見制度研修委員会 遠藤 

  ＴＥＬ ／ＦＡＸ ０２４-５２２-１４２６ 

こまつ座 化 粧 井上ひさし追悼公演 
～井上ひさしの名作一人芝居を平淑恵が演じる～ 

〈内容〉大衆演劇の女座長・五月洋子。今宵

も舞台化粧に取りかかる。演目は十八番の母

子もの。そこへテレビ局のスタッフが現れ、生

き別れた息子が会いたがっているという話を

持ってくる。 

〈場所〉福島テルサＦＴホール 
〈日時〉１月２９日（土）１５：００～ ３０日（日）１３：３０～  

     ３１日（月）１３：３０～ ３１日（月）１８：４５～ 

〈費用〉入会金  １，０００円  

     月会費  一般 ２，４００円 大学生 １，５００円  

           高校生以下 １，０００円          
〈お問合せ先〉福島演劇鑑賞会 

       ＴＥＬ ０２４－５２３－３８３６  

  「第７回東北スポーツ 

      ボランティアサミットｉn福島」 
〈場所〉土湯温泉 観山荘 

〈日時〉平成２３年２月１２日（土）・１３日（日） 

１２日(土）１３：３０ 講演会 

      「ささえるスポーツの楽しさ」  

       福島大学教授  白石 豊 

      １５：３０ 分科会  １８：００ 懇親会 

１３日(日）９：３０ 研修会  １０：３０ 分科会 

〈参加費〉宿泊参加 １２，０００円 

       懇親会のみ ８，４００円 

       講演会・研修会のみ 無料  

〈お問合せ先〉 

   NPO法人 うつくしまスポーツルーターズ  

    担当：吾妻 

       電話／ＦＡＸ ０２４－５４６－９８７５  

環境ＮＰＯ助成 
〈対象〉ＮＰＯ法第１０条の規定にもと

づき設立された国内の法人。３年以

上の実践活動歴を有する国内の任

意団体。①「環境と経済との調和」に

資する活動。②「環境と科学技術と

の調和」に資する活動。 

〈助成金額〉1件あたり上限150万円 

〈応募締切〉平成２３年１月２１日（金） 

〈お問合せ先〉 

     財団法人 日立環境財団 

        電話 0３-３２５７-０８５１ 

平成２３年度 第３８回「環境賞」 

〈対象〉環境保全に関する調査、研

究、開発、実践活動等で画期的な

成果を挙げ、または今後成果が期

待される個人、法人、またはグルー

プ。 

〈支援金額〉優秀賞 副賞１００万円 

        優良賞 副賞５０万円            

〈応募締切〉平成２３年１月２１日（金） 

〈お問合せ先〉 

    財団法人 日立環境財団 

        電話 0３-３２５７-０８５１ 

平成２２年度「共生・地域文化大賞」  
企画助成部門 小さな共生助成金 

〈対象〉地域の身近な課題を解決する小

さな「共生」を実現しようとする地域文化

活動。市民活動団体やボランティア団

体。 

〈助成金額〉総額１５０万円 

       １件につき１～１０万円 

〈応募締切〉平成２３年１月２５日（火） 

〈お問合せ先〉 

 共生・地域文化大賞 運営事務局 

   （特定非営利活動法人 

        きょうとＮＰＯセンター内）        

         電話 0７５-３５３-６２９２ 

第２回オープンセミナー「大学と市民活動・地域と学生の市民活動」 

〈ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ〉牧田 実 氏（福島大学 教授） 

〈ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ〉渡部 育夫 氏（福島民報社 地域交流室 副部長） 

〈パネリスト〉鈴木智也 氏（福島大学 まちづくりサークル） 

        苅谷智大 氏（東北大学 桑折町コミュニティーカフェ） 

        片山夕佳 氏（ピアカウンセリング研究サークル） 

〈日時〉 平成２３年１月１５日（土） １３：３０～１５：３０ 

地域と連携をとりながら、市民活動を行っている学生団体は意外に多い。今

年度より、地域づくりのサポートを目的として、福島民報社に設置された地域

交流室から、渡部氏をコメンテーターにむかえて、「地域に根づく若い力・地

域づくり」をテーマに討論する。地域の学生団体の活動を紹介するパネル展

示を同時開催！パネルディスカッション後、交流会を予定。 

ふくサポ 

講座とパネル

展示のご案内 
全ての講座がふくサポ会議室で開

催されます。参加費無料。 

 

 

※お問い合わせはふくサポへ 

～交流広場にてパネル展示開催～ 
 

「井上ひさし追悼  

    ポスター＆舞台写真展」 
 

〈提供〉福島演劇鑑賞会 

〈期間〉平成２２年１月２４日～ 

        平成２３年１月２４日 

 

※次回、 ルワンダの教育を考え

る会提供のパネル展示が１月下

旬より開催予定！！ 



Vol.３４ ふくサポ通信 ‐３‐ 
‐２‐ Vol.３４ ふくサポ通信  

＜コラボ☆ふくしま＞ 
その後・・・を追え！ 

ｎｏ．２ 

今回は、福島青年会議所主催「ぼくたち・わたしたちのわらじ祭り」のご紹介。この事

業は、10月16日（土）、10月30日（土）、11月13日（土）の3回にわたりこむこむにおい

て開催された。小学生約20名が参加し、わらじ祭りを担う若者を育てたいと願う青年

会議所の方々の指導の下、わらじ祭りの歴史学習やＤＶＤ作成体験を行った。 

（上写真）ふれあい歴史館で

ルート説明 

10月16日、1回目の開催日。わらじ祭りの歴史を追ったＤＶＤに入れる写真選び・わらじ編み・うちわ作りを行った。写真

は、わらじ祭りの特徴をピックアップして作られた脚本にあわせて選んでいった。わらじ編みやうちわ作りは、楽しく行わ

れた。青年会議所では、代々わらじ編みの技術が引継がれているとの事。活動の歴史が感じられる。 

10月30日、子ども達は、わらじ編み・うちわ作り・ＤＶＤ用音声吹き込みを体験。音声吹き込みは、和室を貸し切り本格        

的な機材を使って行われた。最初は緊張の面持ちの子ども達も、放送部というアナウンス経験者も多く、慣れていくとス 

クリスマスに、大晦日・・・・と行事が続く大忙しの１２月。 

こだま会 事務局の鈴木さんに活動についてお聞きしました。 

⑭回目 ＮＰＯ法人 こだま会 さん 

代表者：理事長 三津間 安宏 様 

会員数： ５３名ほど 

活動暦：平成５年４月１日設立。６年前にＮＰＯ法人化する。 

活動内容：「日本の文化を伝承しよう！！」そんな言葉をよく耳にする昨今、日本らしさが失われてい

る現状に「待った！」をかける団体がこの福島市にも存在する。その１つが今回お話をお伺いしたこだ

ま会さんだろう。モットーは「響きあい、輝きあい、学びあう」だと話すこだま会の発足は１７年前にさか

のぼる。当時、文化人の集まりだったメンバーをまとめ、福島オペラ協会元理事の皆川さんが設立し

た。絵画やお能、お花、お茶など一芸に秀でたメンバーがお互いの専門とする分野をボランティアで

教え、磨きあい、広く交流するのだ。年に２回の講演会はメンバーが講師となった。講師料はもちろん

無償だ。その他、親睦研修旅行、この旅行の中で、山へ行けば、植物の専門化が植物について説明

するなど、多くを学んだ。 

だが、活動を続けていくうちに、会員の高齢化が進み、自分達の持つ技術を子ども達に伝承しようと

いう考えが会員の多くにでてきた。これが、子ども達に伝承教室をひらくきっかけとなった。６年前か

ら、陶芸教室や食育をテーマとしたちまきづくり、お茶やお花の教室、お正月の書初め教室など内容

盛りだくさん教室を開いてきた。陶芸教室ではろくろで焼きものの形をつくるだけではなく、作品への

釉がけや、窯だしまで自らの手で行い、作品を並べて感想を言い合う発表会まで開かれる。また、書

初め教室では、子ども達は各自好きな文字を書くことができるので、冬休みの宿題をもって、教室に

やってきて、書初めの宿題を終わらせることができるという特典がつく。１度参加した子ども達の中に

は、２度、３度と参加する子ども達もいるという。親子で参加できるのも魅力だ。 

 これまで、運営方針への考え方の違いや会員の高齢化などで、設立当初１２０名いた会員が半減す

るなど活動の危機もおとづれた。だが、内容や人員をスリム化することで、この危機をのりきり、現在の

形にスライドさせてきた。子ども達の喜ぶ笑顔があれば、どんな危

機も乗り越えられるのだろうか・・・・？ 

１１月、ふくサポ印刷室から楽しげな笑い声が聞こえてきた。メン

バーが３回目の記念誌の発行作業をおこなっていた。年３回発行

されている会報がまとめられたのだ。「わりときれいにできたでしょ

う？」そう話しながら記念誌をみせてこられた鈴木さんの顔には、充

足感が感じられた。    （取材：内山愛美） 
 

 サポわん         

 

横尾忠則氏をはじめとした

多くの画家や作家達が

トークショーをくりひろげ、

あいにくの雨にもかかわら

ず、会場は福島県内外か

ら多くの人たちが訪れ、笑

いや熱気に包まれた。 

その他、古本市や読み聞

かせコーナーなどのブー

スも設けられ、本好きには

たまらないイベントとなっ

た。 
 

職員 高橋重義氏）の話しを聞きな 

がら、県庁と寺町通りと呼ばれる地 

域を散策。途中、雨にもみまわれた 

が、参加者は「こんなにのんびり福 

島のまちを楽しめる機会はなかなか 

ないから、いい企画ですね。」などと 

話し、イベントを存分に楽しんだ。 

シャッターチャンスには、日本写真 

作家協会の伊藤勝治氏の指導もあ 

り、歴史と写真という盛りだくさんの 

メニューを通して文化の日を満喫 

した。 

その歌声はどこまでも、透明で空にとけていきそう

に思えた。これは、１１月６日（土）に行われたＮＰＯ

法人シャローム主催の「共に生きる仲間たちのコン

サート」での感想だった。第１部に網膜色素変性症

という病に侵され、視覚障害をも

つという盲目のピアニスト前川

裕美さんをゲスト

に迎え、彼女の

半生をトークとピ 

体験取材！！ふくしま歴史撮り歩き 本博・２Ｄａｙｓ 

（上写真）わらじ編みに挑戦す

る子ども達 

（上写真）音声吹き込みを

する男の子 

（上写真）横尾氏の絵葉書 

（下写真）徳永富彦氏と本谷

有希子氏のトークライブ 

（上写真）横尾忠則氏と和合亮

一氏のトークショー 

１０月３０日（土）、３１日 

（日）の２日間、福島学院

大学駅前キャンパス＆ＡＸ

Ｃにおいて、本博ＨＯＮＰＡ

Ｋ実行委員会（ＮＰＯ法人 

読書普及協会が主体とな

り構成された）の主催で、 

「本博」が開催された。 

（左写真）陶芸教室の様子 

アノの弾き語りで表現。その澄ん

だ歌声と心に沁みるメロディーは

会場を魅了した。 

第２部では、地域の障がいをもつ

仲間たちや市民によるステージが

披露された。太鼓の演奏や手話

歌、詩の朗読、パラパラなど等。楽

しい内容の沢山詰まったおもちゃ

箱のような素敵なステージに会場

からは大きな拍手がわきおこっ

た。 

１１月３日（水）ＮＰＯ法人 元気

になろう福島主催「ふくしま歴史

撮り歩き」イベントが行われた。

このイベントはカメラを片手に福

島の歴史に触れるというもの

で、約３０名の参加者が午前９

時半にふれあい歴史館をスター

ト！！講師（前ふれあい歴史館 

 

（上写真）街中を元気に歩

く参加者 

（下写真）一橋慶昌の墓           

共に生きる仲間たちのコンサート 

（右写真） 

弾き語りをする前

川裕美さん  

（上写真）太鼓を披露す

る主演者  

（右写真）たくさんの来場者と会場で

販売する団体スタッフ 

１１月１３日（土）福島県文化センターにおい

て、ＮＰＯ法人ビーンズふくしま、ＮＰＯ法人ＩＩ

ＹＯ、家族カウンセリング研究所 陽だまり 

らで構成する上映実行委員会主催 映画

「アンダンテ～稲の旋律～」が上映された。１

日４回の上映に対し、会場をたくさんの人が

うめつくした。対人恐怖症と引きこもりで悩む

主人公が、食と農と大地を背景に人間再生

をはたしていく姿は多くの心を動かし、上映

後、会場から拍手がおき

た。２回目の映画上映後、

交流会もおこなわれた。 

（上写真）創作した詩の

披露 

アンダンテ～稲の旋律～ 体験取材！！スローフード福島 料理教室 

１２月５日（日）、働く婦人の家でスローフード福島主催「料理

教室」が行われた。このイベントはスローフード福島初めての

料理教室で、無農薬野菜を使って、今さら聞けない家庭料理

の基本をプロに教えてもらえるという企画で、参加者は講師 

葵寿司の小野寺裕子さんの指導のもと、「簡単なだしのとり

方」、「おいしい煮物の作り方」、「かまぼこの作り方」、「伊達巻

の作り方」などを学んだ。ひと手間加えるだけで、おいしく簡単

にできるおせち料理に参加者は熱心にメモをとりながら、実習

をおこなっていた。（次回は恵方巻きづくりを予定している。） 

（下写真）煮物と伊達巻 
（下写真）実習の様子 とぉ～ってもおい

しかったですョ！ 

ムーズに。この日の最後に、作ったうちわを使って全員でわらじ音頭

を踊り、さらにわらじ祭りに親しみを感じたようだ。 

11月13日、待ちに待った完成ＤＶＤ試写会。自分の声が聞こえるとあ

ちらこちらから歓声が・・・。最後に完成ＤＶＤを受け取り3回の活動が

終了。ＤＶＤは、大切な思い出として残ることだろう。このＤＶＤは、市

役所・公民館・小学校等へも配布されるとの事。わらじ祭りへの思い

や歴史が多くのみなさんへ伝わってほしい。    （取材 桜井千鶴子） 


