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にゃんこ隊長が行く！ 

劇団カスカ・ダール(casca d`art)  
～「何かやりたい」を応援する市民劇団～   

ホームページ：http://duckyabukuma.wixsite.com/cascadarthome 

≪お問い合わせ先≫  

 

劇団カスカ・ダールは、2016年に設立された福島市を拠点に活躍す

る市民劇団です。設立のきっかけは、東京の演劇ユニット『はじまり

の音』に所属していた福島県出身の団員が、「福島でも何かをやりた

い」と思ったことでした。公演の日程や会場もおさえ、「あとは一緒に演劇を行ってくれる団体を」と探

していたところ、現カスカ・ダール団長の田原さんに声をかけたそうです。田原さんは「事情も知らずに

行った飲み会の席で『劇団を作らないか？』と言われ、その場の勢い

で」とそのいきさつを話してくれました。話を受けてから2週間後の5月1

日に団体を正式に立ち上げ、9月の公演に向けてメンバーを募集した結

果、12名で初舞台に挑むこととなりました。当時を振り返り、「時間も

ない中で全員が一生懸命やった

結果、勢いが出て面白いものが

出来た」と初舞台とは思えない

ほどの盛況ぶりに田原さん自身

驚いたそうです。 

 団体名の由来は、福島弁の

「かすかだり(＝生意気なこと

を言う)」。そこから日本語の

「微か」とフランス語で芸術を

意 味 す る「ダ ー ル(d'art)」を

組み合わせ、微力ながら観る人

の心に何かを響かせる芸術を作りたいという意味を込めて「カスカ・ダー

ル」とアレンジ。メンバーは現在も募集しており、年齢、性別、国籍、経

験を問わず「やる気のある人を受入れたい」と田原さんは語ります。ま

た、演じる側と観る側で舞台の楽しさを共有するため、昨年は「かすかだっぺ市民劇場」という市民参加

型の演劇イベントを実施しました。そのほか、演劇に興味のある子どもたちに対して、実際に演劇の楽し

さを体験してもらうワークショップを行うなど、普及活動にも取り組んでいます。 

「何かやりたい」という気持ちがある方は、演劇の練習を見学してみてはいかがでしょうか。きっと新

たな一歩を踏み出すきっかけになるはず。 

 

【演劇ワークショップのワンシーン】  

 

 

 

【はじまりの音 演劇祭の一幕】 

【舞台後の楽屋の様子】  

【野外公演「縄文漫遊記」】 
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 あの東日本大震災から7年の時が経とうとしています。被災地の復興は、ハード面の設備は進んできたもの

の依然として放射能への不安等が残っており、「復興した！」とは言えない気がします。しかし、外部支援者

の撤退が増加するなど、復興支援のための資源が減少しているのも事実です。 

 NPOの視点を探る 

 日々の活動に疲弊していくNPO・市民活動団体も少なくないでしょう。そこで、しっかりした組織基盤を

つくるための経営視点に注目してみました。皆さんは、こんなことないでしょうか？ 

 自分の不在時、組織がまわらず困っています。 

スタッフが急激に成長しないかなあ。 

 
 こんな悩みをかかえるリーダーは多いのでは？組織をよりよく発展させるた

めには、リーダーがどんな組織にしたいかビジョンをもち、方向性をスタッフ

に示してあげる必要がありますよ。 

 でも、スタッフが意見を言ってくれないし、指示待ちのスタッフもいるので、こちら

で細かく指示するしかないのですよ。 

 そんな時は、話しやすい雰囲気づくりに心がけて、とことん話を聞

いてあげると良いですよ。コミュニケーションの基本は聞くことです

から。何かを決める時、最初の話し合いから混ざっていれば、自分の

やりたいことも含まれているし、やりがいにもつながると思います

よ。そこから、自主性が生まれるのではないでしょうか？ 

 福島にはたくさんのNPO団体がありますから、ネットワークを強化

して情報共有をするとよいですよ。また、支援者や地域の方たちへの情

報公開の仕方に工夫をしたり、まわりとの上手な関係性を改めて考える

とよいと思います。 

 

 自分と同じように頑張っている仲間がいることや応援してくれる人たちがいることを知ると

もっともっと頑張れるのですが・・・・、日々の活動に疲れてしまって・・・・。 

 

 

 

 

 組織を変えようと新しいことをすると、組織に波風がたつような気がす

るのですが・・・・ 

 例えば、NPO・市民活動をされる方は地域や支援を必要としている方の

ために！とか、スタッフや組織のために！とか、まわりの方の幸せをまず

考えて活動されていますよね。でも、リーダーはビジョンを考えなくては

ならないから、大きくものごとをとらえて、世界のために！！とか、10年

後のために！！とか考えるといいです。先をみることで、自分の足もとも

良く見え、計画が立てやすくなると思います。 

  新しいことをするには、体力も気力も必要です。だから、反対はつきもの

でしょう。でも、高くジャンプをするするために助走が必要であるように、

大きな成長のためには、１度、足踏みするのも必要だと思いますよ。 
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実施しました 

会場：福島市市民活動サポートセンター  

講師：福島市市民活動サポートセンター 常勤顧問 深澤 秀樹 

12/9 
スキルアップ研修 

人生に魔法はないがコツはある 

 人材育成や様々な交渉の場に関わってきた講師が、これまで歩んでき

た人生を振り返り、「コツ」を伝えました。「実生活でも参考になる考

えがあり、勉強になった」「より良く生きるヒントをもらった気がし

た」「自分をさらけ出すことで相手も心を開くということがわかった」

「自分の感性を磨いて、部下を信じてみようと思った」など、講師の豊

富な経験談が参加者の心を掴み、公私ともに参考になる部分があったよ

うでした。 

いきいき夜楽  3月～5月のテーマ 

いいのか「カジノ合法化」 
3/22(木)

4/26(木)  

5/31(木)  

新しい公務員像を考える 

民主主義ってなに？ 

競輪・競馬などの公益ギャンブルと比較すると…また、その依存症やカジ

ノが地域経済に与える影響などを掘り下げます。 

若者の公務員志向や、社会の変化に伴う公務員あり方、また行政改革など、

公務員について考えます。 

18歳に選挙権が引き下げられてもなお、高齢者が及ぼす政治への影響力は

大です。さて、今どきの政治家はどうする？ 

 東京2020オリンピック・パラリンピックまであと2年と数カ月になりましたが、今年募集となるもの

があります。選手として出られなくても、何らかの形での参加が出来る、そうそれが「ボランティア」

です。 

 大会組織委員会のHPを見ると、ちゃんと書いてあります。「今年2018年の夏、東京オリンピックの

ボランティア募集開始予定」ですから、「ボランティアで参加したい」と思っている方はそろそろ準備

をしなくてはいけない、ということになります。 

 オリンピックのボランティア募集人数は9万人強です。覚えておきたいのが、2種類のボランティアが

あるということです。一つは、「会場や選手村でのボランティア＝大会ボランティア」、そしてもう一

つが「駅など会通案内をするボランティア＝都市ボランティア」です。 

 野球・ソフトボールの主な会場は「横浜スタジアム」になりますが、IOCで承認されたこともあり、

福島でも一部の競技が県営あづま球場で開催され熱戦が繰り広げられる予定です。そちらでも各ボラン

ティアが活躍することとなるでしょう。 

  観戦はもとより、オリンピックボランティアとして

参加できる機会は一生のうち、そう多くはないでしょ

う。これを機に興味のある方はボランティアとしてオ

リンピックに参加してみてはいかがでしょうか？！ 

  

～オリンピックとボランティア～ 
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編集後記 
・陽射しを感じ明るさを取り戻すこの時期、未来へ向かっての別れのときでもあるんだよね。(ふかちゃん)  

・報告書や計画書などで目まぐるしい春。春風に乗って忙しい時間よ、飛んで行け！（マータン）  

・南の方から花の便りも聞こえてくるようになりました。さあ、新年度に向けて動き出しましょう！！ (みー)  

・春炬燵 仕舞って測定 ものぐさ度（タカ）  

まちの駅みーつけた！！  ～Ｐａｒt⑩ ～ 

 「まちの駅」とは、地域住民や来訪者が求める情報を提供する機能を備え、人と人の出会い

と交流を促進する空間施設です。また、まちづくりの拠点となり、まちとまちをつなぐ役割を

持つものです。人と人をつなぐ場であるということから、ヒューマンステーションと呼ぶこと

ができます。   

まちの駅 あきたや楽器店  

住所：福島市置賜町7-7 

TEL ：024-521-1515 

営業時間：10：00～19：00 (定休日 火曜日) 

HP：akitaya.music.coocan.jp/ 

≪お問い合わせ先≫ ～あきたや楽器店～ 

【充実したラインナップの演歌コーナー】 

福島市のパセオ通りにある「あきたや楽器店」は、1888年創業の老舗楽

器店です。楽器やCD、楽譜の販売を始め、ギターや管楽器だけでなく、琴

などの和楽器の修理・メンテナンスも行っているなど、地域の音楽文化を

サポートしています。 

 創業当時は、太鼓や三味線を中心とした和楽器の

製造・販売を行っていましたが、2代目の岩山三郎さ

んが後を継ぐと、「福島でしか出来ない楽器作り」を目指し、福島県産にこだわった

「琴作り」に取り組まれたそうです。その後、県内各地へ出向き、「琴」の材料であ

る桐材を探し回った結果、会津地方の北斜面に立つ桐が木目の詰まり具合からみても

最良であることに着目し、「岩山の琴」として販売することになりました。以来「岩

山の琴」は、伊勢神宮への奉納や天皇陛下御成婚の際の献上品として御受納されるな

ど最高品質の「琴」として評価され、現在ではプロや家元が使用する琴の桐材は「会

津桐」と言われるほど、「会津桐」は最高級の琴材としてブランド化しています。そ

のブランド化に「あきたや楽器店」が携わっていたことを今回の取材で知り、大変驚

きました。 

 店内に入ると、CDの品揃え、特にクラシック･演歌が豊富に取り揃えられているの

が目を引きます。そのほか、音楽教室やイベントも充実しており、音楽教室については無料の体験レッスン

をホームページから申込みすることもできます。「あきたや楽器店」の4代目の岩山知弘さんは「地域の皆

さまために、『音のある生活』のお手伝いをさせて頂くのが弊社のモッ

トー」と、今後も地域に根差した「音を楽しむ」サービスを提供していき

たいと語ります。 

 

 

 

【皇室献上の琴】 

【パセオ通りに面した店舗の様子】 
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イベント情報！ 

ふくサポ通信 
イベント情報 

  2018. 3–4月分 

 3月4月もイベントが盛りだくさん！ 

 詳細は主催者へお問い合わせください。 

  

正しい対処方法により、発達障害者の生きづらさを

改善する手立てを考えます。 

発達障害講演会 

■会 場／とうほう・みんなの文化センター小ホール 

■時 間／13:50～16:20 

■入場料／1,000円 

■主 催／NPO法人スローエクスプレス 

■問合せ／TEL 090-7060-2429 （渡邉） 

3/17 

土 

■会 場／福島市保健福祉センター  第一保健指導室 

■時 間／13:30～15:30   

■参加料／無料 

   

我が子の不登校に悩む親のための学習会です。同

じ問題を抱える方との意見交換もできるかもしれ

ません。 

3/11 

日 

 

 

身近な人を亡くされた方々のための悲しみの分かち合い

の会です。 

■問合せ／TEL 024-558-6980  （海野）  ■主 催／NPO法人福島県緩和ケア支援ネットワーク 

親のための不登校問題学習会 

■会 場／福島テルサ｢すりかみ｣ 

■時 間／13:30～15:30   

■受講料／無料 

ふくしま・けやきの会 4/1 

日 

第40回 

死別体験者の分かち合いの会 

 
発達障害者の 

未来を考える 

老人と3人の少年の物語です。人が死ぬ瞬間に興味
を持った少年たちは老人を観察し始めますが、い
つしか深い友情へと変わり…          
(今回は会員以外の方も見ることができます） 

福島市子ども劇場連絡会 
高学年部第148回例会 

■会 場／福島テルサ（FTホール） 
■時 間／19:00～20:40 
■入場料／会員ー無料 一般ー2,000円（小学校3年生以上） 

      ※小学校2年生以下入場不可 

  3/24 

土 

  

   ■主 催／福島市子ども劇場連絡会 ■問合せ／TEL 024-558-0066  （永山） 

LIVE ACT 33 

第33回青年ライブコンサート 

3/18 

日 

■会 場／福島テルサ（FTホール） 

■時 間／13:00～16:00 

■入場料／300円（4歳以上） 

福島市内の子ども劇場の青年たち（高校生以上）
によるライブコンサートです。彼らが仲間と一緒
につくり上げたステージをお楽しみください。 

3/17 

土 

「夏の庭～The  Friends～」 
東京芸術座 （舞台劇） 

気ままにオープン 

ももやカフェ 

「手打うどん ももや」が、この日はカフェになり

ます。煉瓦の館でゆったりと贅沢な時間をどうぞ！ 

■会 場／特定非営利活動法人   BFCふくしま内 

■時 間／13:00～17:00 

■参加費／500円（ドリンク1杯＋チョコ） 

■主 催／特定非営利活動法人   BFCふくしま 
■問合せ／TEL 024-531-1102 （古川) 
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イベント、講座、NPO支援情報等、みなさまの活動の情報をおよせください。 

当センターにお寄せいただいた情報は、下記の方法で発信、告知を支援いたします。 

 ＊ ニュースレター…偶数月の末日に発行 

 ＊ ホームページ…定期的に更新。最新の情報を掲載いたします。 

 ＊ 情報ラック・掲示版…チラシ、ポスターを掲示（開催当日まで） 

 ＊ ラジオ…FMポコにて第1、第3金曜日の午後5時45分からの5分間の番組で広報いたします。 

なお、情報は直接の持込み、郵送、fax、E-mailにて受付いたします。 

いただいた情報は掲載の都合上編集する場合がございます。予めご了承ください。 

 
助成金・活動支援情報 

◎ 平成30年度 福島市市民活動活性化支援事業 
◆対  象／立ち上げ期にある市民活動団体の組織強化の取り組みと団体の目的を達成するための活動 

              ※当該補助制度の詳細については、4月以降、福島市ホームページへ掲載予定です。 

◆お問合せ／福島市 市民安全部 市民協働課    ☎ 024-525-3731 

 ◎  地域福祉を支援する わかば基金 
◆対  象／①支援金部門…福祉活動の拠点を設け、この支援金により活動の輪を広げたいというグループ 

      ②リサイクルパソコン部門…パソコンの台数を増やすことで、より高齢者や障がいのある人に 

       役立ち活動の充実を図るグループ 

      ③災害復興支援部門…東日本大震災以降に激甚災害指定を受け被災地域に活動拠点があり、 

                     その地域の復旧・復興をすすめているグループ、または、被災地に新たな福祉事業を展開 

                     したいと考えているグループ 

◆助成金額／1グループにつき ①最高100万円 ②ノートパソコン3 台まで ③最高100万円まで 

◆応募締切／平成30年3月30日（金）必着  

◆お問合せ／社会福祉法人 NHK厚生文化事業団「わかば基金」係  ☎ 03-3476-5955 

◆対  象／日本の緑を構成する森林等の陸域、または、海、湖沼、河川等の水域の自然環境（生物の生態 

      把握等も含む）に関する実践的な研究・活動 

◆助成金額／総額500万円程度 件数10件程度 

◆応募締切／平成30年4月6日（金）必着 

◆お問合せ／公益信託タカラ・ハーモニストファンド事務局（担当:大木,古儀,梶間 ）  ☎ 075-211-6231 

 

◎ タカラ・ハーモニストファンド 

 4/4 

水 

英語で10分程度の発表（プレゼン）をしたり、

衣・食・住に趣味や政治経済などフリートークを楽

しんでみませんか？ 

英会話を楽しみましょう 

■会 場／旧蓬莱幼稚園 

■時 間／10:00～12:00 

■参加費／無料 

■主 催／グローバルフレンドシップクラブ（蓬莱ESS） 
■問合せ／TEL 024-548-1311 （中山) 

  「住職から見た生と死」 

講師に阿部光裕住職をお迎えし、住職がこれまでご

葬儀などで体験された「生と死」についてたくさん

語っていただきます。 

■会 場／福島市民会館第2ホール 

■時 間／13:30～15:00 

■入場料／無料 

■主 催／生と死を考える福島の会 

■問合せ／TEL 090-8922-9030 （廣澤） 

4/21 

土 


