
 

お待たせしました！！ 
一時お休みしていましたインターネット

での情報閲覧が７月からできるようにな

りました。 

ふく 

サポ 

通信 
２０１０年８・９月号 

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 
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 6月17日（木）、24日（木）、7月1日（木）、8

日（木）の4日間、ＮＰＯ法人 ふくしま成年後

見センター主催で「成年後見研修会」が開

かれた。1日目「成年後見制度の概要」「障

害者自立支援法」、2日目「法定後見制度の

基礎」「認知症の基本理解」「事例研究Ⅰ」、

3日目「任意後見制度の基礎」「事例研究

Ⅱ」、4日目「介護保険制度」「成年後見業務

の倫理」「修了考査」のカリキュラムにそって

研修は行われ、外気は30度を越える日を含

む暑い4日間だったが、多くの方が熱心に講

師の話しに耳をかたむけていた。 

 
 

 

7月11日（日）コラッセふくしまにおいて、特定非営利活

動法人 ふくしまＮＰＯネットワークセンター主催「ふくし

ま元気市民活動助成金 2010年度 公開プレゼン

テーション」が行われた。参加団体は「福島 れんげの

会」、 「パフォーマンス・アート イン 福島」、「市民

ミュージカル『人類の破片』上演実行委員会」、「ＮＰＯ

法人 まごころサービス福島センター」、「特定非営利

活動法人 陽だまりハウス」、「福島市レクリエーション

協会」、「あら！福島の会」「特定非営利活動法人 ふ

くしま６０」の8団体。どの団体も熱いプレゼンテーション

をくりひろげ、約100名の市民審査員を含む来場者は

熱心に耳をかたむけていた。審査の結果、選定された

のは、「れんげの会」、「陽だまりハウス」、「市民ミュージ

カル『人類の破片』上演実行委員会」、「福島市レクリ

エーション協会」、「ふくしま６０」の５団体の事業となっ

た。選定された５団体には１０万円を上限に助成金が贈

られる。その他、昨年度選定された事業の報告会もお

こなわれた。 

 

 

お知らせ 

ふくしま元気市民活動助成金／市民ミュージカル「人類の破片」 

会議室の窓から 

コラム 

ふくサポ探検隊～ニャンコ隊長、現場でレポート！！の巻～ 

（右写真）助成金プレ

ゼンの様子 

（右写真）パネル

ディスカッション

の様子 

（左写真）情報閲覧用パソコ

ン 
チェンバおおまち ３階 
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     「若者の可能性に期待していい 」 
     特定非営利活動法人 ふくしまNPOネットワークセンター理事 

                     （福島大学教授） 清水修二  

編集後記 
 早いもので、もう少し涼しくなるとお月見
ですね。日本では、月を愛でる習慣は古

く、縄文時代からあると言われているそう

です。平安貴族らは、観月宴や舟遊びを

楽しみ月を直接見ることはせず、杯や池

にそれを映して楽しんだとか・・・。風流で

すね！日本のお月見は中国から伝わった

とのこと。ヨーロッパでは満月は人の心を

かき乱し、狂わせるものであるという考え

方があります。それが、月を見て狼男に変

身するなどの思想に現れているのでしょう

か？お月見の風習も色々、日本版「ハロ

ウィン」とも言うべき「お月見泥棒」という子

どもたちが家々でお供えしただんごを盗

み食いする風習も全国にあります。だんご

は盗まれたほうが縁起がよいそうです。さ

て、皆さんはご家庭や職場、団体などで

どんな行事をお過ごしでしょうか？ふくサ

ポも季節ごとに風景を様変わり！？してお

ります。お気軽にお立ち寄りください。 

（内山） 

福島大学で「ＮＰＯ論」と題した授業を３年前から行っています。複数の教員

が登壇して講義する形式の「総合科目」です。毎年ゲストとして３人の実践家

をお呼びすることにしており、これまで南会津の下村一裕さん、ふくしま飛行

協会の齋藤喜章さんなどにお願いしてきました。最後の３コマはワークショッ

プです。実際にＮＰＯを作ってみようと、もちろん机上のデザインですけれど

も、グループごとに自由に知恵を絞ります。 

 毎週の講義のあと、学生諸君に感想を書いてもらっています。それをみる

と、学生たちはＮＰＯという言葉は知っていても、その基本的な性格や役割に

ついてちゃんとした知識を持っている者はほとんどいません。単純に「ボラン

ティア団体」としか見ていなかったという学生が大部分です。高等学校では全

く教えられていないことが分かります。 

 ワークショップも大変好評です。ただ、実際にデザインしてみた大方の感想

は「ＮＰＯはとても大変だ」というもので、「卒業したら早速やってみよう」

と言う学生は、まずいません。授業を担当している私たちは、学生たちが自分

の将来の生き方を考える上で１つの選択肢を提供できればいいと思っていま

す。卒業してすぐ、ということでなくてももちろんいいのです。 

 心強く感じるのは、「世の中の役に立ちたい」との気持ちを持っている学生

諸君が実にたくさんいることです。これはあながち御機嫌とりの社交辞令では

ないと私は思います。４年生になると、とりあえず自分の就職のことで頭が一

杯になるのは仕方がありません。それでも心の底には、若者らしい社会貢献へ

の志がきっとあるに違いないと見ています。 

 大学生には、在学中にＮＰＯ活動の現場に触れる機会を作ってあげることが

できれば大いに効果があるでしょう。最近は、専門職にある若い人が本職を持

ちながらＮＰＯ活動に携わる「プロボノ」と呼ばれる社会貢献のスタイルが注

目されています。（プロボノはラテン語で「公共善のために」の意味だそうで

す。）ＮＰＯを本職にしなくてもいいわけですし、それは企業の社会貢献の一

形態でもあります。 

人材養成は一朝一夕にはできません。「即戦力」としては定年退職者のほう

が手っ取り早い存在ですが、しかしもっぱら自分の経験知を物差しにして物を

考える高齢者は、真の戦力にはなりにくいと思います。若者の成長に気長に期

待したいものです。 

（写真）歌子さんのコンサートの様子 

（左写真）成年後見制

度研修会の様子 

 サポわん         

にゃんこ隊長 

れる真実もあるのだと、演劇終了

後、隆夫さんの姉みちさんは語っ

た。劇中、隆夫さんを必死で探す

みちさんの姿に観客からすすり泣き

が聞こえ、爆弾が落とされた時にと

まった時計や爆弾の破片に白い布

を出演者らがかけるとともに演劇の

幕がおりた。寺周辺は市民ボラン

ティアらが灯したロウソクのあかりで

彩られ、来場者は、幻想的なあかり

と出演者らによるミュージカルの

テーマソングに見送られた。市民が

心を寄せ合い作りあげるこの戦争

ミュージカルに、今後も、永久の平

和を語り継いでほしい。と、思う瞬間

だった。 
 

 

 

  

8月5日（木）、０歳から３歳までの乳幼児を対

象とした「歌子さんの はじめてのコンサート」 
がおこなわれた。（福島市子ども劇場連絡会主催）会場は、

おむつをした乳幼児から小学生までのかわいらしい子ども達

であふれた。このコンサートは福島こども劇場連絡会の例会

の１つで、ＮＨＫ教育テレビでおなじみの歌子さんが透明な

歌声で「はじめまして♪」の歌を歌うと胸に名札をつけた子ど

も達は自己紹介。歌子さん達は、太鼓や民族楽器「カリ

ンバ」、しゃぼん玉、絵本などを使い、楽しく音楽の

世界を披露。子ども達はリズムをとったり、一緒に

歌ったりと会場内は楽しげな音であふれた。終演後、

子ども達は、会場にある色々な楽器に触れ、様々な楽

器の音色を体を使って楽しんだ。 

（左写真）スローフード福島講

演会の様子 

（右写真）泡盛での懇親会の様子 

さすが！！30年

ものの古酒（泡

盛）はおいし

かったです。 

（サポわん談） 

7月４日（日）、本県の

伝統料理や食材を守

る等の活動をされてい

るスローフード福島

は、沖縄県在住で、 

食のプロデュースにおいて全国的に活躍されて

いる泡盛大使 田崎聡さんをまねいて、「沖縄の

魅力と泡盛大使」と題した講演会をおこなった。

講演の内容は、泡盛に惚れ込んで沖縄に移り住

んだことや、沖縄の歴史、約400種類あるといわれ

る泡盛についての紹介など等。終了後、会場を

移して懇親会が開かれ、田崎さんが持参した約

20種類の泡盛を福島の食材を使った沖縄風創

作料理とともに楽しんだ。 

事件は現場でおきている！イベント

も現場でおきている！！ 

「県北地域＆地球市民フェスティバル２０１０」と「飯

坂校・地域記者養成講座」、「人類の破片」について

は、ふくサポの交流広場において、団体レポートとして

詳細を館内掲示してあります。興味のある方は是非、ふ

くサポにご来館ください。 

7月20日（火）、2010年度ふくしま元気市民活動助

成金事業 市民ミュージカル「人類の破片Ⅵ」が 

福島市渡利の瑞龍寺でおこなわれ、たくさんの来

場者が演劇の世界に惹きこまれた。第2次世界大

戦終戦間際の1945年7月20日、福島市渡利に全

国で初めて模擬原爆が投下され、水田で農作業

をしていた当時14歳の斎藤隆夫さんが亡くなっ

た。その事実を演劇にしたもので、この時の爆弾

の破片が同寺に保管されていることから平和への

思いを後世に伝えようと上演された。数十年前、

「戦争を知らないこどもたち」という歌が流行った

が、当時の子ども達はいつしか、戦争を知らない

大人たちとなった。戦争という悲劇を実体験から

語れる人は少なくなった今。今だからこそ伝えら 

（上写真）演劇の１シーン 爆弾が落とされ、

弟隆夫さんを必死で探す姉みちさん 

（下写真）隆夫さんの姉みちさ

んに隆夫役トガーシさんが紙

飛行機を手渡す 

7月17日（土）ふくサポの業務委託先であるふく

しまＮＰＯネットワークセンターの総会がおこな

われた。総会後、「こちらＮＰＯ☆応答願います

～ＮＰＯ現場がつなぐもの～と題したパネル

ディスカッションがおこなわれ、牧田実理事が

コーディネーターをつとめ、パネリストとして、た

けねっと 高橋淳記氏、おりおりの会 貝津重

之氏、ひびきの会 藤本武彦氏がＮＰＯの活

動の最前線である現場の声を会場に届けた。

ディスカッションはその声から課題をさぐり、今

後の活動へのステップアップのヒントを考える

というもの。会場内は交流の場となり、一緒にＮ

ＰＯ団体活動の今後の可能性を考えた。 
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「地域の‘元気活動’募集」 
～あしたのまち・くらしづくり活動賞～ 
〈対象〉地域住民が自主的に結成し運営している団
体、または、地域活動団体と積極的に連携して地域

づくりに取り組む企業、商店街、学校などで、地域に

即した発想・リーダーシップ・方法などにより、地域づ

くり・くらしづくり・ひとづくり活動に２年以上取り組み、

大きな成果をあげて活動している団体。活動レポー

ト募集。 

〈表彰予定〉内閣総理大臣賞 １件 賞状・副賞２０万円 

          内閣官房長官賞 １件 賞状・副賞１０万円 

          総務大臣賞    １件 賞状・副賞１０万円 

          主催者賞  ５件程度 賞状・副賞５万円 

          振興奨励賞 ３０件程度 賞状    

〈応募締切〉平成２２年８月３１日（火） 

〈お問合せ先〉（財）あしたの日本を創る協会 

電話 0３-３２５１-６６８１ 

平成２２年度 「共生・地域文化大賞」表彰  
企画助成部門 小さな共生助成金・アイデア部門 
〈対象〉地域文化に取り組む市民活動やボランティア。（企

画）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。（アイデア）地域文化活動を進める上

で、仏教寺院と一緒に実施したい「共生」の地域づくりにつな

がるもの。 

〈助成金額〉企画小さな共生助成金 １件につき１～１０万円 

アイデア 一般の部 共生アイデア大賞   １０万円   

                    共生優秀アイデア賞 5万円 

                    共生アイデア賞       2万円 

     中学生以下の部  

     共生のタマゴ大賞 1万円分の図書カード、記念品 

     共生のタマゴ賞     5千円分の図書カード 

     就学前児童の部 ともいきほのぼの団体賞 記念品 

                           ともいきほのぼの個人賞 記念品               

〈応募締切〉（企画）平成２３年１月２５日（火） 

        （アイデア）平成２２年９月１０日（金） 

〈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 

 

平成２２年度・第4回かめのり賞 
 

〈対象〉日本とアジア・オセアニアの国

際相互理解の増進に草の根で貢献して

いる活動。ＮＰＯ（非営利団体）、ボラン

ティアグループ、個人 

〈支援金額〉10件までに、正賞の記念の

楯および副賞として50万円の活動奨励

金を贈呈              

〈応募締切〉平成２２年９月１5日（水） 

〈お問合せ先〉財団法人かめのり財団 

           「かめのり賞」係 

      電話 0３-３２３４-１６９４ 

子どもたちの‘こころを育む活

動’全国大賞 
 

〈対象〉未来を担う子どもたちの‘こころを

育む活動’に献身、努力されている活

動。個人、団体。 

〈支援金額〉表彰状・盾・賞金100万円な

ど。    

〈応募締切〉平成２２年９月３０日（木） 

〈お問合せ先〉 

財団法人 パナソニック教育財団内 

 「こころを育む総合フォーラム全国運

動事務局」 

電話 0３‐５５２１‐６１００ 

第5回  

「観光資源活用トータルプラン」 
 

〈対象〉社団法人又は財団法人、ＮＰＯ法に

基づくＮＰＯ法人、第三セクター、等。広域的

に点在している観光資源を磨き上げ、それら

を結合することで地域の魅力が向上するプラ

ンの実施。 

〈支援金額〉最優秀賞に最高３，０００万円 

       優秀賞に最高１，０００万円      

〈応募締切〉平成２２年１０月３１日（日） 

〈お問合せ先〉財団法人 高速道路交流推進

財団 

 企画部 西村、黒沼 

電話 0３‐５６２３‐１６４８ 

 

第１４回 ふくしまボランティア

フェスティバル 

〈日時〉 ９月１８日（土） １０：００～１５：００ 
 １０：００～１０：３５ 式典 

 １０：４５～１２：１５ 記念講演 

           「世界の山々をめざして」 

           登山家 田部井淳子氏 

 １３：１５～１５：００ 分科会「生活を支えるボランティア」 

                「子育て支援ボランティア」 

                「バルーンアート」 

〈場所〉 パルセいいざか 

〈申込締切〉 ８月３１日（火）  

〈参加費〉無料 

      昼食代 ７００円（必要な方のみ） 

〈お問合せ先〉社会福祉法人  

           福島県社会福祉協議会 

     電話 ０２４－５２３－１２５４ 

福島西子ども劇場低学年部第１０２回例会 

 たかはしべんコンサート 

 ちちんぷいぷい「ぼくのおまじない」 

〈内容〉歯医者さんは、痛い歯を治すことがで
きる。美容師さんは髪をきれいにできる。「あ

れ、べんさんは何ができる？」 べんさんは考

えた。「歌でみんなを元気にできないかな？」

元気になれるべんさんのコンサート、みんなに

かけるおまじない！！ 

〈日時〉 ９月５日（日） １４：００～１５：２０ 

〈場所〉 スタジオＷＧＳ８４（ＡＸＣビル６Ｆ） 

〈参加費〉会員制 入会金２００円  

             会費（月額）１０００円  

          大人・子ども同額（４歳以上） 

〈お問合せ先〉福島西子ども劇場 

     電話 ０２４－５５８－００６６ 

平成２２年度福武学術文化振興財団助成

公募 ①「歴史学・地理学助成」 ②「瀬戸内

海文化研究・活動助成」 ③「次世代歴史・

地理教育支援助成」 
〈対象〉①歴史学・地理学、および地理学、歴史学

の融合された研究分野。②瀬戸内海地域の「文化

力」を持続的・発展的に高めるための、人文・社会・

自然諸科学に関する調査・研究など。③小学校、

中学校、高等学校、高等専門学校に勤務する教員

で歴史・地理、およびその融合された分野での教師

の指導法や学習意欲を育むための研究。 

〈支援金額〉①上限１５０万円 ②上限１件１００万円 

③上限１件５０万円 

〈応募締切〉①、③平成２２年９月１７日（金） 

        ②９月３０日（木） 

〈お問合せ先〉財団法人 福武学術文化振興財団 

事務局 

電話 0４２‐３５６‐０８１０ 

第１４回 地球倫理推進賞 
 

〈対象〉地域開発（住民への技術支

援、農業技術指導、人道支援等、

地域開発に取り組む）など６分野。当

該の活動が営利を目的とせずに、５

年以上継続し、顕著な実績をあげ

ている団体。 

〈支援金額〉副賞として１００万円 

〈応募締切〉平成２２年９月３０日（木） 

〈お問合せ先〉（社）倫理研究所 

     「地球倫理推進賞」事務局 

電話 0３‐３２６４‐２２５１ 

2010年度 （財）地域生活研究

所一般研究助成 
 

〈対象〉消費生活やまちづくりなどの、当

研究所が実施する調査・研究事業の研

究テーマに関連する研究。広く一般の研

究者、または社会活動を行う者。 

〈支援金額〉総額100万円、1件の上限50

万円     

〈応募締切〉平成２２年９月３０日（木） 

〈お問合せ先〉 

       財団法人地域生活研究所 

      研究助成担当  三浦、 林 

    電話 0３‐３３８３‐８２９２ 

 「成年後見制度 説明会」 
〈場所〉福島・・・福島市中央学習センター 

    郡山・・・郡山市中央公民館 

〈開催日時〉 

福島 ９月９日（木）・１０月１４日（木） 
     １０：００～１１：３０ ・ １８：３０～２０：００ 
    ※１０月は夜間の説明会はありません。 

郡山 9月14日（火） 
    一部午前 １０：００～１１：３０ 
               「成年後見制度」説明会 
    二部午後 １３：００～１５：００ 相談会 

〈参加費〉無料（資料代２００円） 
         ※郡山・・・・資料代はかかりません。 
〈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  

代表  遠藤   電話／ｆａｘ 024‐5２２‐１４２６ 

郡山事務局 吉田  電話  024‐９５５‐３１９９ 

「荒川探訪会」 
 

〈内容〉 １回  荒川の源流（幕滝） 

     ２回  天沼のへつり（樋の口） 

〈集合場所〉 荒川資料室 

〈開催日時〉１回目 ８月２１日（土） ８：１０～  
       ２回目 １０月１６日（土） ８：４５～    

〈参加費〉 会員以外の方は 

                1回１，０００円 
                （資料・保険代等） 

〈お問合せ先〉 

  ふるさとの川・荒川づくり協議会  

                荒川資料室 

     電話 ０２４－５９３－３５２５ 
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福島子ども劇場連絡会 

      高学年部第１１８回例会 

「ましゅ＆Ｋｅｉ Ｂｕｄｄｙ」 
 

〈内容〉 自転車とリヤカーに乗った‘ましゅ’と‘Ｋｅｉ’

ふたりはいつも一緒、楽しい旅の途中。ふたりの行動

はいつもチグハグ。ふたりの違いがハプニングを引

き起こして・・・・。「MUSIC CLOWN～音楽的道化

師～ましゅ＆Kei」がお届けします。 

〈日時〉 ９月１７日（金） １９：００～２０：００ 

〈場所〉 福島テルサ  

〈参加費〉会員制 入会金２００円  

             会費（月額）１０００円  

          大人・子ども同額（４歳以上） 

〈お問合せ先〉福島市子ども劇場連絡会 

     電話 ０２４－５５８－００６６ 

「市民活動ステップアップ講座」 
 ★ＮＰＯ入門講座 講師 清水修二氏（福島大学理事・副学長）８月２８日（土） 場所：福島市市民活動サポートセンター 予定 

             ～ ＮＰＯの現状と未来像をテーマに、実践の現場からＮＰＯの活動内容や現状、課題、設立構造などを講義する。～ 

 ☆里山の団体活動実例 里山を舞台に行政との協働のもとに活動している団体の現状と課題にせまる。里山の持つ理想の姿とは？１２月上旬予定  

 ★国際交流団体活動事例  ～国際交流からボランティアと市民活動を学ぶ～ １０月23日（土） 場所：福島市市民活動サポートセンター 予定 

 ☆ソーシャルビジネス入門  ～コミュニティビジネスから一歩踏み込んだビジネスに焦点をあてる。社会企業家づくり。～  １１月20日（土）予定 

「ＮＰＯマネジメント講座」 
 ★ ～実践的！助成金の申請とプレゼンテーションのススメ～ ９月9日（木） 場所：福島市市民活動サポートセンター 予定 

 ☆～実践！！ＮＰＯ及び市民活動の広報とは？～  ９月24日（金） 場所：福島市市民活動サポートセンター 予定 

 ★市民活動と企画事業 ～もしもノートと市民活動～さいたま市より、もしもノート（エンディングノート）の産みの親がやってくる。 

                                 現在、企画事業のヒットによって急成長した団体の手腕とは？ 11月10日（水） 予定 

 ☆会計 大人気！ＮＰＯの会計講座。今年度も是非ご利用ください。 平成２３年２月５日（土） 場所：福島市市民活動サポートセンター 予定 

 ★税務 ＮＰＯのお助け税務講座。  平成２３年２月6日（日） 場所：福島市市民活動サポートセンター 予定 

「オープンセミナー（講演会）」 
 ★銀座みつばちプロジェクト 銀座のデパート屋上でみつばちを飼う？銀バチプロジェクトの事例からみられる広域連携とは？  １０月上旬予定 

 ☆大学と市民活動・地域と学生の市民活動 地域の大人たちへ、若者の目線から問う。  平成２３年１月中旬予定 
              ※現在、講師やゲストに交渉中ですので、スケジュールはあくまで、予定の目安です。正式に決まり次第、お知らせいたします。 

各種イベント・

ボランティア

募集 ・ 

お知らせ情報 

ｅｔｃ 

             ボランティア会員募集！！ 
〈イベント・大会名〉①福島マスターズ駅伝   ②スカイアグリ りんご祭 

            ③第４回 湯のまち飯坂ふくしまマラソン大会 

〈活動日・場所〉①平成２２年９月１２日（日）８：００～１４：００／あづま総合運動公園 陸上競技場 

          ②平成２２年１０月１６日（土）、１７日（日）８：００～１５：００／ふくしまスカイパーク（福島市大笹生） 

          ③平成２２年１０月２３日（土）１３：００～１８：００、２４日（日） ７：００～１６：００／パルセ飯坂他 

〈活動内容〉①大会受付、コース内整理、給水係等  ②チラシ配布、人の誘導、車両整理等   

        ③受付、ランナーサポート等 

〈募集人数〉①１２人  ②１３人  ③２０人 

〈活動条件〉①昼食支給②昼食、交通費（１，０００円程度）支給③昼食（日曜日）、スタッフジャンバー支給 等 

                （※登録料が別途かかります。詳しくはお問い合わせください。）    

〈申し込み締め切り〉①平成２２年８月２０日（金） ②平成２２年９月１７日（金） ③平成２２年９月２４日（金） 

〈主催〉①福島マスターズ陸上競技連盟 ②福島市 ＮＰＯ法人 ふくしま飛行協会  

     ③湯のまち飯坂ふくしまマラソン実行委員会 

〈問い合わせ＞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 

ふくサポ・今

年度の講座

予定決ま

る！！ 

文学座 殿様と私 
〈内容〉明治19年、西洋化になじめぬ白河義

満子爵が、武士の誇りを示すべく、討ち入りな

らぬ、鹿鳴館で見事なダンスを披露するはめ

に。米国人の女性を指南役に渋々修行を始

めた白河子爵だったが・・・・。 

〈場所〉福島市公会堂  

〈日時〉9月20日（月・祝）１３：３０～ 

    21日（火）１３：３０～／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  

地域福祉歴１９年の現場で学べる 

「訪問介護員養成 

      研修２級課程」 
〈日時〉 １０月１日（金）～１１月初旬  

〈場所〉 まごころケアホーム高湯の里 

〈参加費〉８０，０００円 

   （テキスト代・資料代・保険料込み） 

〈締め切り〉９月３０日 

〈お問合せ先〉 

     まごころケアホーム高湯の里  

           担当  佐藤、河野    

電話 ０２４－５９２－２２７０ 
 

「料理教室会員募集」 
〈内容〉 和食・洋食・中華の実習。 

料理本では分からない、料理のコツ

が学べます！ 

〈講師〉 脇坂和江先生 

〈場所〉福島市音楽堂 料理実習室 

〈活動日〉毎月2回 金曜日  

           １８：３０～２１：００   

〈参加費〉１，５００円／1回 

〈お問合せ先〉 

ＦＩＮＢＥＣ（ファンベック） 安齋 

 電話 ０８０－６０２０－８５２４ 
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～「アートさをり」さん 

リニューアルオープン！！～  

就労継続支援Ｂ型事業所「アートさをり」さんがリニューアルオープンされました。それを

記念して～第9回初夏の風展～と題して展示会がひらかれましたので、その様子と新し

くなった「アートさをり」さんを取材してきました。 

交流コーナーから、今月の図書紹介 

（上写真）アドバイスをうけながらの 

             広告づくりの様子 

                     6月26日（土）～30日（水）リニューアルした店内で展示会が開かれた。取材日は小雨の降りしきるあいにくの空模 

                     様にもかかわらず、店内は色とりどりの商品に目をとめる人々でにぎわっていた。色彩や素材・織り方も自由という制 

                     約のない作り手の感性がそのままでている個性的な作品たちはすべて一点もの。ウサギや猫の人形、テディベア 

                     などかわいらしい作品も多く、固定ファンもおり、来場者は5日間で約300人にのぼった。 

                     現在の場所に「アートさをり」さんが店舗をかまえたのが、3年前。今回、地域活動支援センターから就労継続 

                     支援Ｂ型事業所に運営形体をかえることになり、その条件を満たすために、建物の改築を検討しなければなら 

                     なかった。「どうせ変えるなら、店舗部分もよりお店らしく素敵にリニューアルしようと 

                     思った。」と、語る飯塚啓子理事長。 

                     店内は色であふれ、さながらアトリエか、ブティックを思わせた。展示会中、お店と 

して使われていた部分は、今後、店舗部分を縮小し、作業にも使われるが、作品は中に管理しており、お客様には 

「こんな作品・・・」と言ってもらえれば、中から出してきます、とのことだ。活動日は月曜日から金曜日の９：４０～１６：００ 

まで。土曜日は作業をお休みし、規模を縮小、「ショップさをり」と「さをり広場」のみの営業となる。色と色との共演が                   

見られるこのお店、是非、一度、ご自分の目でご覧あれ。その魅力にひきこまれること、間違いなしだ！！ 

     「アートさをり」 → ＴＥＬ／ＦＡＸ ０２４－５５９－３４６５ （福島市南沢又字前田５－２７） 

 

 外は３０度をこえる暑い日、『うつくしまスポーツルーターズ』事

務局様に活動内容や抱負などをお伺いしてきました。 

⑫回目 ＮＰＯ法人 うつくしまスポーツルーターズ さん 

代表者：理事長 湯野尻 強 様 

会員数：１５０名ほど（他に賛助会員 約５０名） 

活動暦：２００４年におこなわれたスポーツマスターズの大会にともない募集したボランティアメンバーが経
験を活かし、２００５年春に発足し、２００７年秋、ＮＰＯ法人格を取得する。発足から５年が経過した。 

活動内容：輝く太陽に、光る汗、小気味よく響くバットの音。夏のスポーツと言えば高校野球を思い出す方
も多いことだろう。高校野球の醍醐味はそこに「感動」があることだろうか？この感動をよりもりあげる立役者

として、応援する人たちの姿はかかせない。スポーツの楽しみ方は「する」「みる」が中心だが、ここうつくしま

スポーツルーターズは頑張る人たちを応援する団体である。「スタッフの方は皆さんスポーツがお好きな方

なのですか？」その問いに「そういう方もいらっしゃいますし、ボランティアが純粋に好きな方もいらっしゃいま

すよ。スポーツが嫌いな方は、もちろんいないでしょうけど・・・。」そう言って事務局の齋藤さんはにっこり

笑った。 

ブルーのビブスにおそろいのキャップのユニホームは今や福島県内のスポーツイベント会場では、なじみ

の姿だ。マラソンやサッカー、野球の試合といったスポーツイベントは駐車場整理やギャラリーの誘導、

受付、チラシ配布などのスタッフなしには成り立たない。いわば、縁の下の力持ちだ。その活動の中で人

と人とがふれあい、言葉をかわし、ひとつのものをつくりあげることで感動が生まれる。それが活動の源に

なるそうだ。「スキーの大会なんか、何時間も寒い外に立つでしょ？そんな時、私、ここでなにをやってい

るのかなあ。と、つらくなることがあるんですよ。でも、どんなに疲れても終わった後、参加された方に『あり

がとう。』なんて言われるとまた頑張ろうかな。って不思議と思えるんです。」そう語る笑顔は生き生きと輝

く。 

有名な選手が参加する競技などはやはり人気のイベントの１つだ。しかし、何度もボランティアを続けるス

タッフには、「スポーツチャンバラ」や「特別支援学校の球技大会」といった、主催者がスタッフに理解を示してくれるイベントも人気の

イベントとなる。参加者とボランティアスタッフとの一体感はやはり、心地よい。 

ここでは、年に数回の勉強会をおこなっている。例えば、障がい者の伴走をする際に「いかに音が大切であるか」とか、「持つところは

どこがよいか」など、実際に視覚障がいをもつランナーの方をまねいて、じかに教えていただいたり、

アイマスクをつけてその身に立った経験をしたり、ボランティアをする上で必要な知識を学ぶ機会も

ある。また、この経験は、感動をくれる。ある時、2005年の北京でおこなわれたパラリンピックに参加さ

れたランナーの方を講師に招いた際、自分のこれまでの体験やその時々の感情のすべてを耳にす

る機会を得た。体験という言葉の重さは強い意志を持ち、聴く者の気持ちを揺り動かす。たくさんの

勇気と元気をもらったそうだ。 

今後の課題は、若いスタッフの人材育成と広報の充実。さらに、今後、うつくしまスポーツルーターズ

主催のスポーツイベントを行うという目標をもつ。齋藤さんは語る。「この福島の地には、福島ユナイ

テッドＦＣという福島を代表するサッカーチームがあります。サポーターという形で応援する方々も、も

ちろんいらっしゃいますが、もう一歩踏み出して、選手に近づいたボランティアスタッフという形で一

緒に頑張ってくださる方が増えれば、嬉しいです。広い会場の中、作業はたくさんあるし、大変かも

しれませんが、やりがいがありますし、一体感があります。せっかく地元に頑張るチームがあるのです

から、力をあわせて一緒に応援しましょう！！」 

数年前にＴＶでとりあげられた、学生時代の応援団経験者が、頑張る人々を応援する会社があっ

た。その経営者は福島の出身であったことを思い出す。ここ福島の地は、応援の地とも言えるのか

もしれない。と、ふと思った。私たちの住む町に「うつくしまスポーツルーターズ」は存在する。頑張る

人たちを応援するそんなルーターズの輪を今後も広げていただきたい。そう思える、夏の夕暮れ、

涼やかな風がふんわりと吹いた。     （うつくしまスポーツルーターズのボランティア募集記事がＰ５にあります。） 

（上写真）誘導するスタッフ 

（上写真）シンボル看板 

 （上写真） ユニホーム 

 

り、国際交流・協力団体「ふくしま地球市民ネットワーク」が主催

するもので、平成13年におこなわれた「ふくしま未来博」がもとと

なった。これまで、ふくしまビッグパレットやコラッセふくしまを

会場としておこなわれてきたが、県北規模では5回目となる今回、初

めて、建物を飛び出し、屋外での開催となった。会場は市民活動等

の団体の活動紹介や商品販売のブースの他、市民参加によるフリー

マーケット、地域美味いもの販売屋台、ステージなどがもうけら

れ、ステージでは、西アフリカダンスやふくしまギター合奏団によ

る演奏などが披露された。地元の町内会や企業の協力もあり、華や

かな会場内は、フェスティバルを楽しむ人達であふれ、1日目は福島

で活躍するお笑いタレントみちのくボンガーズがＭＣを担当し、

フェスティバルをもりあげた。また、来場者には、５００食限定

で、ぼたん鍋がふるまわれた。 

 

では福島県クリエーターズ協会の田中聡理事が広告の魅力や役割を話した。

２日目の実践指導では、同邸宅などを題材に取材、写真撮影。新聞グループ

と広告グループにわかれ、新聞グループは旧堀切邸の魅力を紹介する地域記

者ならではの情報新聞、広告グループは旧堀切邸をクライアントにみたて、

来場者をふやすにはどうしたらよいか、観光客に魅力を感じさせる広告を意

識しての企画制作。取材後、写真を使って完成イメージのラフスケッチに挑

戦！！新聞と２パターンの広告が完成した。完成後、参加者は車座になり、

それぞれの作品を見ながら、製作者の思い入れや製作過程などの発表、講師

からの総評を聞いた。講師からは作品のよいところ、今後、製作をする上で

のポイント、今後の課題などの話しがあり、総評の中には、アマチュアなら

ではの視点の新鮮さに対する感想もあった。楽しく、今後に役立つ貴重な経

験となった。講座終了後、参加者には講師から修了証が手渡され、作品は旧

堀切邸や福島市の方にも見ていただき、参加者にも自分で製作した作品のコ

ピーが記念にわたる予定となっている。 

 

 

 

 

 

          頭痛［第２版］／杏林大学神経内科客員教授 作田 学／日本医事新報社 
 

          患者から症状を詳細に聞き、観察、検査ならびに治療を一人一人の患者に対して行い、その結果明らかに 

            なったことがまとめてある。心因性あるいはうつ病による頭痛に力を入れて改訂した第２版。 

           （コメント）アイスクリーム頭痛（冷たいものを食べた時の頭痛）や、二日酔い、肩こりなど、私たちが日常の生活の中でお 

                 きそうな悩みについても解説があります。頭痛に悩まされている方、是非、閲覧してみてください。思い悩んでいることが 

                 解決できるかもしれません。病気に苦しんでいる方に知ってもらいたい！活動内容を広く理解してもらいたい！との思い 

                 で、この本の他に１３冊の本が福島県脳脊髄液減少症患者会様から寄贈されました。 

 

 

 

もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの「マネジメント」を読んだら／ 

                              岩崎夏海／ダイヤモンド社 

 
 経営学の父と呼ばれ、名著「マネジメント」を書いたドラッカー。新人マネジャー・みなみが 

「マネジメント」の教えを基に野球部の仲間と力を合わせながら、甲子園を目指す青春物語。 

（コメント）2009年12月の発刊以来話題になり、発行部数51万部を突破したベストセラーです。通称“もしドラ”と 

呼ばれるこの本は、野球部のマネージャーを務める女子高生を主人公に、ドラッカーの経営書『マネジメント』の 

理論を随所に織り込んだ青春小説！！野球部を非営利活動団体にみたて展開するストーリーは「マネジメントに 

ついて少し勉強してみようかと思わせる内容」「読み易く、ストーリーも楽しい」と好評です。“もしドラ”を体験して、 

その良さを実感してみませんか？家庭、学校、ＮＰＯ・・・人が集まっているすべての組織で役立つ本です。 

 

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！！           

８月３日（火）福島市音楽堂で 福島いのちの電話チャリティーコンサー

ト「名曲アルバムコンサート」が開かれた。悩みを持つ人の電話相談に取

り組む福島いのちの電話が、思い悩む人たちに音楽で希望を与えるととも

に、いのちの電話の活動を多くの人に知ってもらおうと実施。収益の一部

は、電話相談活動の充実に活用される。コンサートの内容はロシア期待の

ピアニストのフィリップ・コパチェフスキさんが「ノクターン 変ホ長

調」などの名曲を演奏、ショパンが青春を謳歌したワルシャワなどゆかり

の地を映像でめぐるというもので、美しいピアノの音色と映像、古藤田ア

ナウンサーによるナレーションで、舞台上にＮＨＫ長者番組「名曲アルバ 

地域のがっこう「飯坂校・地域記者養成講座」体験レポート 県北地域＆地球市民フェスティバル２０１０ 

 （上写真）商品の小物たち 
  （下写真）展示会の様子 

（左写真）団体ブースを紹介する みち

のくボンガーズ 

（上写真）活動紹介ブースの様子 

7月17日(土)､18日(日)の2日間、福島

市郷野目の青空の下、「県北地域＆

地球市民フェスティバル２０１０」

が開催された。太陽が照りつける暑

い会場内では、「ＮＰＯ法人 ふく

かんねっと」、「ＮＰＯ法人 ザ・

ピープル」「ＮＰＯ法人 ルワンダ

の教育を考える会」他８団体が気温

に負けない熱気で活動内容を紹介し

た。このイベントは平成22年度うつ

くしま地球支援助成事業となってお 

（上写真）勉強会の様子 

ム」を再現。会場を満杯にした多くの聴衆はショ

パンの情熱の生涯の世界に魅了された。 

また、コンサートの中で茂田士郎実行委員長が挨

拶をし、「４０年前に日本に誕生したいのちの電

話は、１４年前、福島市に開設。現在、福島で活

躍する相談員は、１２０名にのぼる。しかし、２

４時間の相談活動を希望する声がある中で、相談

員の数はまだまだ足りない。」と語った。 

会場ロビーではパネルが飾られ、その活動が紹介

された。 

7月24日(土)、25日(日)、旧堀切邸で特定非

営利活動法人 いいざかサポーターズクラ

ブ主催 平成22年度 福島県緊急雇用創出

基金事業 地域のがっこう「飯坂校・地域

記者養成講座」がおこなわれた。地域の魅

力を効果的に発信するために新聞、広告の

分野の専門家から学び、「地域記者」を養

成するのが狙いである。初日は、同クラブ

藤原純理事長が挨拶した後、福島民報地域

交流室から渡辺育夫副部長が新聞の特性や

新聞制作の工程などを説明した。広告分野 

（上写真）修了証を受け取 

る参加者           

いのちの電話 

チャリティコンサート 

（右写真）  

 茂田実行委

員長、ご挨拶

の様子 
（上写真）コンサートパンフレット  


