
２０１1年２・3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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１月１４日（金）ふくしま成年後見センター主催で「介護保険の利用に当たっ 

て」をテーマにパネルディスカッションが開催され、来場者も含め、現在問題 

視されている介護について考えた。（会議室） 
 

１月２９日（土）～２月２７日（日） （交流広場） 

ルワンダ写真展 ｉｎ ふくしま～１０年間の感謝をこめて～を  

開催した。来場者は、子ども達のあふれる笑顔から伝わるル

ワンダの風を感じているようだった。 
 

 

パネルをご用意いたしました！！ 交流広場、多目的ホールは、 

ギャラリースペースとしてもご活用いただけます。是非ご利用ください！！ 

２月２０日（日）、アオウゼにおいて成

年後見制度研修委員会が事務局を

務める「支え合う社会と市民後見人」

（主催 （財）シニアルネサンス財団）

が開催された。（社）成年後見セン

ター・リーガルサポートの芳賀 裕理事長の基調講演と

「市民後見人に期待するもの」というテーマで行政関係

者や社会福祉士、市民後見人をパネリストに迎えパネル

ディスカッションが行われた。約８０名

の参加者が、実際に成年後見制度に

携わっている方々の生の声を聞き、理

解を深め、課題などを知る有意義な

時間を過ごした。会場では、成年後見

制度研修委員会の９年間の活動の記

録のパネル展示も行われた。 

支え合う社会と市民後見人 

会議室・交流広場の窓から 

皆さん『まちの駅』を知っていますか？「道の駅」の仲間？と思わ

れる方も多いでしょう。『まちの駅』は、民間やNPO、行政など、

誰でも設置が可能なおもてなしをテーマにした活動拠点です。条件

は3つ。①無料のトイレと休憩所（イスのみでも可）②地域の情報

提供 ③「まちの駅」の看板設置 です。看板を設置するためには、

まちの駅連絡協議会への登録が必要になります。（詳しくはHP「ま

ちの駅どっと混む」参照） 

 ふくしま情報ステーション（コラッセ１F）は、福島市でただ一

つの「まちの駅」の登録団体になっています。「まちの駅」はいく

つもの仲間をつなぐことが大切です。そのネットワークを活かし

て、ゆるやかに活動や人をつなぐことで“まちづくり”をおこなう

ことができます。  

ふくしま情報ステーションの運営を受託している、NPO法人ふく

しまNPOネットワークセンターでは、福島市観光物産協会の共催を

いただき、去る1月29日に仲間づくりの第一歩として「まちの駅講

座」を開きました。参加者は、行政の委託、管理の委託を受けて施

設の管理、運営をおこなっている団体、それらを所管している行政

の担当課、観光やまちづくりに関わる団体やその関係者の皆さんで

す。当日は22団体3課50名の参加がありました。講師には、まちの

駅連絡会事務局の遠藤あおいさんで「まちの駅」の基本と全国の事

例をたくさん紹介していただき、まちの駅でつながることのメリッ

トなどをお話していただきました。さらに、この講座では福島市内

に点在している施設の皆さんが一堂に集い「顔が見える」場を持て

たことがとても良かったと思います。 

これを機会に点在している施設や活動をゆるやかにつなぎ、あらた

なコミュニケーションの場を創出しながら、ひきつづき観光の推進

とまちづくりに貢献したいと考えています。また将

来的には誰もが気軽に「まちの駅」の看板を掲げ、

統一感を重視した福島市オリジナルの“まちづく

り”の実現をめざしていきたいです。一日も早い実

現に向けて、福島市市民活動サポートセンターもぜ

ひ「まちの駅」の仲間に加わっていただくことを希

望しています。また、「まちの駅」へのとり組みの

過程では、施設の積極的利用と情報の提供など、皆

さんにはこれからもご協力をよろしくお願いしま

す。  

コラム 
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  「活動と人をつなぐ『まちの駅』づくりへ 」 
     （ふくしま情報ステーション所長／ 

        NPO法人ふくしまNPOネットワークセンター常務理事／齋藤美佐） 

編集後記 
間もなく卒業式シーズンです

ね。別れと新たな出会いで、

リフレッシュの季節。 

年度末でお忙しくされている

方も多いと思います。ふくサポ

も、今年度を振り返り、新たに

バージョンアップして皆様に

サービスを提供できれば・・・

と思う今日この頃です。暖か

な春を待ち望みつ

つ・・・皆様のご来館

をお待ちしています。 

どうぞ、お気軽にお立

ち寄り下さいませ。 

 Ｈ２３．２月  

      内山、桜井 

（写真右から）ルワンダ写真展 

交流広場に飾った白鳥バルー

ンアート 

にゃんこ隊長 

2月19日（土）、20日（日）、桑折町のカ 

フェ図書まゆたまで「とんぼ玉をつくろう 

！」（主催 カフェ図書まゆたま運営委 

員会）が行われ、2日間で町内外から、 

子ども達と女性を中心とした約40名が参加した。「カフェ図

書まゆたま」は桑折町のまちおこしを目的に桑折町と東北

大学まちづくり研究会が発足したもので、このイベントは 

全町民参加型のイベントとして、かつて日本の近代ガラス

産業の礎となった生産工場があった歴史の地いわき市小

名浜でガラス工芸「とんぼ玉」の制作、販売を行って地域

を盛り上げようと頑張っている方々と一緒

にまちを盛り上げようと企画された。参加者

は、「先生がいるから簡単に

できる。」と、楽しげにチャレ

ンジしていた。 

  

１月１５日（土）第２回オープンセミナー（講演

会） 

「大学と市民活動・地域と学生の市民活

動」 

（コーディネーター 福島大学教授牧田実

氏 コメンテーター 福島民報社地域交流

室副部長 渡部育夫氏 パネリスト 福島

大学まちづくりサークル代表鈴木智也氏・

東北大学桑折町コミュニティーカフェ代表

苅谷智大氏・ピアカウンセリング研究サー

クル所属片山夕佳氏／会場 ふくサポ／参

加者 ２１名） 

地域と連携をとりながら、市民活動をおこ

なっている学生団体の実例を紹介しなが

ら、活動を通しての本音をさぐった。ご意見

番渡部氏の記者の視点からみる市民活動

も大きなキーポイントとなった。 

 

（写真左から）大学と市民活動、会計・税務講座 

今回は交流広場に注目して

みました。 

（上写真）パネル展示 

      の様子 

２月５日（土）６日（日）第４・５回ＮＰＯ

マネジメント講座 

「会計」「税務」（講師：（有）加藤会

計事務所代表 加藤英夫氏／会場 

ふくサポ／参加者 会計２７名・税務

１７名） 

昨年７月、ＮＰＯ法人の会計基準が

新しくなった。今回、新しい会計基

準に沿った会計や税務を学習し

た。長時間にわたる講座にもかかわ

らず、参加者は熱心に耳を傾けて

いた。 

ふくサポ講座報告 

～お知らせ～ 

印刷室の作業テーブ

ルや椅子、ソファーが

増えました。作業の際

は是非、ご利用下さ

い！！ 

（下写真）パネルディス 

    カッションの様子 

（左写真）とんぼ

玉ストラップ 

（下写真）とんぼ玉づくり

にチャレンジ！！ トンボ玉をつくろう！！ 

（右写真）大学と市民活動交流会 

（右写真）まちの駅のマーク 
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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 

 ２０１１年度（第９回） 

  ドコモ市民活動団体への助成 
〈対象〉民間の非営利活動団体でNPO

法人などの法人格を有するもの。「子ども

を守る」をテーマに子どもたちの健やか

な育ちを応援する活動。（不登校・ひきこ

もりの子どもや保護者に対しての支援、

軽度発達障がいの児童への支援など） 

〈助成金額〉１団体あたり５０万円を標準

額とし、２００万円までの申請可能 

〈応募締切〉平成２３年３月３１日（木） 

〈お問合せ先〉ＮＰＯ法人  

  モバイル・コミュニケーション・ファンド 

         電話 0３-３５０９-７６５１ 

‐４‐ Vol.35 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 

ｅｔｃ 

交流コーナーから、今月の図書紹介 
 

 

コミュニティ・ビジネス 市民起業／株式会社日経ラジオ社 

                       ／澤登信子 細内信孝 田中尚輝 監修  
豊富な実例紹介をもとに,地域コミュニティーに生み出される新しい「仕事」の姿に迫る。いま,地域

密着型のスモール・ビジネスとして注目されている「コミュニティー・ビジネス」。本書は,全国に開花

し始めた実に多様なコミュニティー・ビジネスの活動事例を丹念に紹介しながら,市民による起業が

地域コミュニティーという「等身大の生活圏」をどのように変えうるかを展望している。 
  

（コメント）この本が取り上げているコミュニティー・ビジネスの事例は全部で24にのぼり,その分野は実に 

多彩です。人の生活の基本といえる食・住から,介護や高齢者雇用,まちづくり,学習,人材育成・起業支援,メディアやコミュ

ニケーションまで,それぞれの活動に取り組む人々が「他人事」ではなく「自分事」としてプロジェクトを立ち上げた経緯が具

体的に語られています。 さらに、本当に持続可能な発展を遂げていくたの課題についても,簡単ではありますが具体的な

指摘がなされています。実際に市民起業を考えている人や地域コミュニティーにかかわる自治体関係者,あるいは地域と

の関係を模索している企業人にとっても、大いに示唆に富む内容といえるのではないでしょうか。  
 

   

      新・共感のマネジメント／松本修一著 ／社会福祉法人 大阪ボランティア協会  
 

企業の「マネジメント」「リーダーシップ」「マーケティング」の理論は、市民活動に応用できる。企業研修

やコンサルティングで活躍する一方、市民活動にも多忙な筆者が、社会と人の心の変化をおさえた、

ＮＰＯ・ボランティアグループの組織運営を説く。市民活動団体のリーダー、スタッフに知ってほしい組

織運営のポイントマネジメントやリーダーシップにマーケティングの要素を加え、「自分たちの組織

（人）」と「対象となる人」を理解して力を引き出す手法を解説している。 
 

（コメント）組織でボランティア活動をする人が、読んでおくべき1冊！挿絵もわかりやすく、ビジョン、ミッションなどの言葉も

スイスイと頭に入ってきます。ドラッカーのマネジメント、経営論などの世界に自然と導いてくれること間違いなし！  
 
   

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！！           

  

 

 
 
 

 
 

 

  「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 

          「懐 か し の ふ く  し ま 写 真 展」 
〈期間〉３月２日（水）～３月３１日（木） 

〈主催〉フクシマサービスグラントクラブ 

〈お問合せ先〉ｆｓｇｃ01@ｇｍａｉｌ.ｃｏｍ TEL 090-6685-7020 

ふくしま協働のまちづくり事業 コラボ☆ふくしま で実施しました「ケータ

イで歴史と文化にふれる旅」で市民の皆さんから提供いただいた昭和

の「福島市」写真を展示しています。懐かしい「福島市」に会いに来て

下さい。  ※ご来場者には、福島懐かし新聞・創刊号を進呈。 
 

☆期間中の日曜日午後１時より 「懐かしい福島を語る茶話会」開催  
  福島市の珍しい写真、貴重な建物が写っている写真を持ちよって 

  懐かしい話をしませんか。お茶菓子持参でお越し下さい。 

 「成年後見制度 説明会」 
 ～考えてみませんか？ 

          安心できる今日・明日～ 

〈場所〉福島市中央学習センター 

〈開催日時〉 

  ３月１０日（木）・４月１４日（木） 

  1０：００～１１：３０ １８：３０～２０：００ 
  ※3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 

  劇団青年座 赤 シ ャ ツ  
 

〈内容〉誰もが知る 夏目漱石「坊っちゃん」を

下敷きにした舞台・・・なのに肝心の坊っちゃ

んは出ず、赤シャツが主人公なのだ！世の中

を赤シャツから見ると？お楽しみに。 

〈場所〉福島市公会堂 
〈日時〉３月２６日（土）１６：００～                 

   ２７日（日）１３：３０～ ２８日（月）１８：３０～  

〈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  

平成23年度公益信託自然保護

ボランティアファンド活動助成 
 

〈対象〉現地、現場（国立公園及び

国定公園）におけるボランティア活

動経費 

〈助成金額〉1件あたり上限50万円 

       総額600万円を予定 

〈応募締切〉平成２３年４月５日（火） 

〈お問合せ先〉 

 財団法人 自然公園財団 

 自然保護ボランティアファンド担当 

        電話 0３-３５９２-１１７１ 

2011年 全労済 

     「地域貢献助成事業」 
〈対象〉環境分野①地域の自然を守る

活動②循環型地域社会をつくるための

活動③地域の自然や環境の大切さを学

ぶための活動 子ども分野①子ども達の

豊かな遊び場をつくる活動②子ども達が

交流し学びあえる場をつくる活動 

〈助成金額〉助成総額：２０００万円 

        1団体  上限３０万円            

〈応募締切〉平成２３年４月４日（月） 

〈お問合せ先〉全労済経営企画部内 

   地域貢献助成事業事務局  

   担当 佐藤 電話 0３-３２９９-０１６１ 

ふくサポ 

パネル展示の

ご案内 
 

 

 

※ふくサポ交流広場にて開催         

「～荒川と桜・花の風景～ 

             写真展」 
〈提供〉ふるさとの川・ 

         荒川づくり協議会 

〈期間〉４月２日（土）～２９日（金） 

☆ふるさとの川「荒川」と季節の

「花」のコラボレーションが魅せる

写真展。荒川と桜の春の風景も

お楽しみいただけます。ふるさと

の風景を感じてみてください。 

「成年後見制度パネル展」 

 
〈期間〉５月１日（日）～３０日（月） 

〈提供〉 

   成年後見制度研修委員会 

 

☆今、話題の成年後見制度って

何だろう？何故、成年後見が必

要なのだろう？そんな疑問にも

ふれるパネル展です。  

 

福島市子ども劇場連絡会高学年部第120回例会 

オカリナコンサート～大地の響き～ 
 

   ホンヤミカコ    -オカリーナアーツ- 
 

透明感溢れるオカリナの音色を 

 アコースティック楽器の伴奏で、トークと共に   
〈曲目〉コンドルは飛んで行く・花祭り 

    崖の上のポニョ・最上川舟歌 他 

〈日時〉３月１８日（金） １９：００～２０：３０ 

〈場所〉福島テルサ 

〈料金〉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） 

          ※小学４年生以上入場可 

〈お問合せ先〉福島市子ども劇場連絡会 

         電話 ０２４－５５８－００６６ 

ドキュメンタリー「ピュア～ビルマ難民

キャンプの子どもたち」上映と講演会 
 

〈内容〉ビルマで長く続く軍事独裁政権からタ

イの難民キャンプに逃れてきた人びと。その

中でもピュアな子どもたちの様子をカメラが映

し出す。（上映45分） あわせてＳＣＤＢ代表 

ココラット氏を迎えて、講演会を開催。 

〈場所〉福島市市民活動サポートセンター 

〈日時〉４月９日（土） １３：３０～１５：３０                 

〈参加費〉無料          

〈お問合せ先〉アムネスティ福島グループ 

        結成準備委員会  おおた  

   ＴＥＬ ０８０－３３３７－３８３１ 

   Eｍａｉｌ：ｏｚｍａ１９６７＠ｙｂｂ．ｎｅ．ｊｐ  

藤本倫子環境保全活動助成基金 
 

〈対象〉①環境保全活動助成…地域に根差し

た環境保全活動や環境に優しいライフスタイ

ルの促進活動②環境教育教材開発助成…

子どもを対象にした体験型環境学習カリキュ

ラムや環境教育教材の開発③こども環境活

動支援助成…小・中学生のグループが行う環

境保全活動や自然観察活動など 

〈助成金額〉①・②上限３０万円 

  ③上限２万円～１０万円（人数に応じ変動）            

〈応募締切〉①・②平成２３年３月１０日（木） 

        ③平成２３年６月１５日（水） 

〈お問合せ先〉財団法人日本環境協会 

  藤本倫子環境保全活動助成基金事務局 

            電話 0３-５６４３-６２６２ 

平成２３年度「街なか再生助成金」 
〈対象〉①土地区画整理事業等の市街

地整備を推進する初動期の取組み（ま

ちづくり構想・計画作成、まちづくりルー

ル作成など）②中心市街地活性化基本

計画等の達成に寄与するために実施す

る街の新たな魅力・可能性の発掘、資

源の活用等に関する検討・活動等 

〈助成金額〉上限１００万円            

〈応募締切〉平成２３年３月３１日（木） 

〈お問合せ先〉㈶区画整理促進機構 

      街なか再生全国支援センター 

      街なか再生助成金担当 木村  

          電話 0３-３２３０-８４７７ 
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＜コラボ☆ふくしま＞ 

その後・・・を追え！ 

ｎｏ．３ 

今回は、ＮＰＯ法人 いいざかサポーターズクラブ「週末ワークショップ『いいざか再 

発見！ハイティーンと創るまちの魅力』」、フリースタイルフェスタ実行委員会「地域 

における住民参加イベント『フリースタイルｉｎ上染屋』をご紹介します！！ 

（上写真）当日の様子を

伺える紹介リーフレット（ふ

くサポにあります） 

 昨年、９月１９日～１２月１９日までの３ヶ月間、９回にわけて「週末ワークショップ～いいざ

か再発見！ハイティーンと創るまちの魅力～」がおこなわれた。これは、高校生が 自

分達で飯坂を散策し、新たな発見をしながら地図を作成するという計画をもとに行われ

たもので、若者の人材育成や地域資源の掘り起こしをテーマとしておこなわれた事業で

ある。若者の人材育成は様々な団体が難しいテーマとの声をこぼす一方、地域の未来

を考えると、取り組まなければならない課題として、チャレンジしている事業でもある 

 

１月半ばビーンズふくしまさんの廃品回収活動に同行し、活動について 

伺いました。子どもたちは、寒い中でもとても元気に活動していました。 

  

⑮回目 NPO法人 ビーンズふくしまさん 

代表者：理事長 若月 ちよ 氏    スタッフ数：２５名 

活動内容：ビーンズふくしまでは事務局を中心に「フリースクール」 

「青年自立支援」「相談」の３つの事業を通して、不登校の子どもや 

ひきこもり、ニートと言われる青少年や、その家族への支援を行っ 

ている。「フリースクール」では、主に小学生から成人前の不登校や 

学校に行きづらさを抱えている子どもたちが安心して過ごせる「居 

場所」を提供している。ここで仲間と過ごす楽しさを味わい、学び 

の豊かさ・おもしろさを知り、たくさんの子どもたちが自信を取り戻し 

やがて進学や就職など自立に向けての道をしっかりと歩いていく。 

また、青年自立支援の取り組みとしては、福島市・郡山市で厚生労 

働省の委託事業である「若者サポートステーション」の運営を行って 

おり、若者の職業的自立を目指して「キャリア相談」・「職業実習」・ 

「若者のグループ活動」などを行っている。さらに遠隔地で支援が 

受けられない方のために「ビーンズ寮」も開設しており、若者の生活 

基盤づくりのお手伝いも行っている。相談事業「ビーンズこころの相 

談室」では、臨床心理士や精神保健福祉士、家族相談士などの専門スタッフが、「カウンセリング」を行っており、「継続相

談」や「訪問相談」、家族を対象とした「グループカウンセリング」などのニーズに応えている。 

不登校や引きこもりが問題となっている昨今、「子ども」から「青年期の若者」までを対象に、「社会参画と自立」をテーマとし 

て、「居場所」・「学び」・「仲間」・「心のサポート」・「就労支援」などの多様なアプローチからの一貫した支援を行っている、ま 

さに社会的に必要な活動をしている団体だ。 

1月半ば、フリースクールと若者サポートステーションが合同で行っている廃品回収活動に同行させていただいた。この活動

は、月に一度職業体験の一環としてフリースクールで数年前から行われていたのだが、昨年12月より若者サポートステー

ションと合同で行うことになったもので、子どもたちが働く様子を見て、若者達にも働くって楽しいと感じてもらえればという思

いから、一緒に行うことになったそうだ。活動はミーティングから始まる。まずは自己紹介。回る場所の確認。車2台で回るの

で、2班にグループ分け。回収先へは、一週間位前に伺う旨を子どもたち、若者たちが自ら電話する。ミーティングが終了す

ると、出発。最初に伺った先で何度か活動を体験しているフリースクールの方が挨拶の見本をみせる。次に伺った先では、

若者が挨拶に挑戦！子どもたち、若者たちが自ら活動するようにビーンズのスタッフの方は、後ろからそっと背中を押す役

割をしていた。回収作業は、2班が携帯で連絡を取り合いながら、先に終わった班が、まだ残っている班と協力し合って終

了。仲間で協力する大切さも感じたようだ。作業が終わると戻って終了のミーティング。参 

加したみんなで感想を発表しあう。初めて参加したという若者は、「大変だったが、みんなと一緒で 

楽しかった。」と感想を述べた。活動を通して働くことの楽しさや達成感を味わったようだ。ミーティ 

ングに参加して感じたのは、みんなが一人一人の話を大切に聞いているということ 

だった。ビーンズふくしまでは、一人一人が大切にされているからこそ、隣の誰かも 

大切にできるのだろう。初めてここを訪れた私も、緊張して扉をたたいたのだが、 

温かく迎えていただき、とてもほっとする時間を過ごし、元気をもらって帰った。もし、 

一人で悩んでいる子ども、若者がいるのなら是非勇気を出してビーンズふくしまの 

扉をノックしてほしい。きっと素敵な出会いが待っている。 （取材：桜井千鶴子） 

 

 

 

 

 
                     

 

 

１月３０日（日）、北信学習センターに 

おいてスローフード福島主催第２回 

料理教室が開催された。今回は節分 

に食べると縁起が良いとされる恵方 

巻き作りに挑戦。講師は、葵寿司の 

小野寺裕子先生。具材の下ごしらえ 

の仕方、巻き方や家庭で作る際の裏 

技まで、参加者は熱心にメモや写真 

をとりながら説明を聞いた。一気に巻 

く作業を行う際は、緊張の面持ちで 

挑戦していたが、無事に出来上がる 

と笑顔になっていた。手作りの恵方巻 

きの味は、格別だった。 

 

               １月３０日（日）、福島市信夫学習センターにおいて、若者まちづくり 

               支援事業「ＦＲＥＥ ＳＴＹＬＥ ＦＥＳＴＡ ｉｎ 信夫」が開催された。 

               平成１９年の市政施行１００周年、「福島を盛りあげたい」という若者と 

               「若者を支援したい」と考えた学習センターとの協働事業として企画 

               されたのが、ＦＲＥＥ ＳＴＹＬＥ ＦＥＳＴＡの始まりだ。会場は、地域住民など子どもからお年寄 

               りまでの幅広い年齢層の来場者であふれ、太鼓やダンス、バルーンパフォーマンスなど様々  

               なステージで盛り上がりをみせた。             

ルワンダ写真展 ｉｎ ふくしま 

フリースタイルフェスタ ｉｎ 信夫 

（上写真）情報紙「いい

ざか ぶらり通信」 

   （上写真）グルメ取材 

（上写真）先生の指導

の下、恵方巻き作りに

挑戦する参加者 
 

（上写真）和太鼓を中心とした

打楽器バンド 

 

 

       
昨年、12月23日（木）～26日（日）まで、 

コラッセふくしまにおいて「ルワンダ写真展・ 

インふくしま」が開催された。（ＮＰＯ法人 

ルワンダの教育を考える会主催）１９９４年に 

おきた内戦を乗り越え、ルワンダに学校を 

建設して10年が経つ。今回は昨年秋にルワンダを訪れた 

            際に撮影した学校の様子を写真で 

            展示。会場は生き生きとした子ども達 

            の笑顔であふれた。他にクリスマス 

            コンサートや青年海外協力隊による 

            講演、ルワンダコーヒー等のチャリ 

            ティー販売が行われ、来場者は 

            ルワンダの風を心に感じた。 
 

              昨年１１月１４日、福島市大波地区の大波・旧上染屋（かみそめや） 

              分校で、「フリースタイルフェスタ ｉｎ 上染屋」が行われた。 

             廃校となった地域にとって思い出深い学校で、実行委員会と地域住民 

             が一緒に力を合わせ、つくりあげていくイベントだ。前日からいも煮の 

             仕込みや太鼓の練習など準備に余念がない。消防団は交通整理と 

             地域をあげての大きな祭りとなった。当日は、３００名以上の来場者で 

             フェスティバルを盛り上げた。なんと、地域の有権者数は、２５０名弱だと 

             いうのだから地域内外からの来場者が会場をうめつくしたことは言うまで 

              もない。会場は、ダンスや民謡、太鼓、中吉ライブなど、音や笑顔であ 

              ふれ、大波・旧上染屋分校は久々の活気をとりもどした。地域の歴史め続 

              けてきたこの学校が、地域の絆をさらに強固なものにしたであろうことは間違いない。 

                   

（上写真）市民活動フェス

ティバル２０１０で報告をす

る様子 
          

料理教室 ～恵方巻き～ 

（上写真）チャリ

ティー販売されて

いたコースター 

 

（上写真） 

   写真展の様子 

  

（左写真） 

講演の様

子 

（右写真） 

パネルディ

スカッション

の様子 

２月６日（日）第４回信夫山連携サミット「信夫山

の保全観光活用を考える」が開催された。（魅

力ある福島をめざす会主催）会場には 

約２００名の来場者が訪れ、福島県歴史の案

内人の会会長紺野義行氏の講演「信夫山の

歴史と資産」、パネルディスカッション「信夫山

と保全と観光活用」に耳を傾け、ふる里の山 

信夫山に思いを馳せた。会場では信夫山の名

産柚子を使った柚子茶もふるまわれた。 

（右写真）ベリーダンスの様子 

  

信夫山連携サミット 東北スポーツボランティアサミット in 福島 
 

 

2月12日（土）、13日（日）の2日間、土湯温泉観山荘において「第

7回東北スポーツボランティアサミットin福島」が行われた。（主催

ＮＰＯ法人うつくしまスポーツルーターズ）初日は「ささえるスポー

ツの楽しさ」をテーマに福島大学教授 白石豊氏による基調講

演と分科会、2日目は「スポーツボランティアの楽しみ方、生かし

方」をテーマとした研修会と分科会というカリキュラムが組まれ

た。白石氏はサッカー日本代表岡田武史監督のチームづくりの

実例や映像などを織り交ぜ、笑いも交えながら、スポーツ指導の

あり方などを熱く語り、参加者は時のたつのも忘れ、聞き入った。

分科会では小グループに別れスポーツイベントやボランティアに

ついての意見交換。県内外から集まった100名を超える参加者

たちは密度の濃い２日間を過ごした。 

（右写真）白石氏講演の様子 

 

このワークショップには地元、福島県立北高校総合学科の希望者が参加した。９月、堀切邸でのオリエンテーショ

ンで、福島市商工観光課からのレクチャーを受け、自分達が何をしたいかの短期目標を決めて進めていく。１０、１

１月、まち歩きを始めた。飯坂のまちをくまなく散策し、グルメ、歴史、面白情報など、自分達の目で耳で、足で、舌

で・・・しっかりと確かめ、新鮮な確かな情報を収集していく。１２月、発表会が行われ、情報紙「いいざか ぶらり通

信」も発行された。このぶらり通信は飯坂温泉観光協会や飯坂町商工会などの協力のもと飯坂町各地に配置さ

れた。この経験を通して、若者達の中にも何か大きなお宝が育ったであろう。今後、彼らの活躍に期待したい。 

いいざか 

    再発見！ 

ハイティーンと 

創るまちの魅力 

フリースタイル 

  ｉｎ 上染屋 

 

（下写真）完成した恵

方巻き 

（写真）廃品回収と 

ミーティングの様子 

ビーンズふくしまの活動歴 

・平成11年9月 

「フリースクールビーンズふくしま」設立 

・平成15年7月 NPO法人化 

・平成16年11月 青年自立支援フリースペース 

         「ビーンズプレイス」開設 

・平成19年6月 

「ふくしま若者サポートステーション」開所 

・平成20年3月 自立支援寮「ビーンズ寮」開設 

・平成20年6月 

「こおりやま若者サポートステーション」開所 

・平成22年11月 

    内閣府特命大臣表彰 

  『子ども・若者育成支援部門』受賞  

 

桜井 


