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≪お問い合わせ先≫  

住所：【本部】〒102-0083  

                     東京都千代田区麹町二丁目6-10麹町フラッツ2階  

TEL：0120-098-214  

ドット・ジェイ・ピー 

【未来自治体コンテスト発表の様子】 

「議員インターンシップ」とは、

大学生を中心に政治の第一線で活

躍する議員のもとへインターン

シップを行うという体験学習型のプログラムです。プログラムは半年ごとに

夏季は大学生の夏休みである8~9月、春季は春休みである2～3月にわたって

開催しています。毎年プログラムには多くの参加者が集まり、今年度は福島

だけでも約50名もの大学生の参加があったそうです。自身もプログラムの参

加者であったドットジェイピー福島支部代表の中西さんは、「生の政治を肌

で感じてほしい」と語ります。  

 「ドットジェイピー」は、大学生が中心となって「若

年投票率の向上」を目的に活動しているNPO法人です。 

団体名の「ドットジェイピー」は、「.jp＝ジャパンプロ

デューサー」の略語で、『これからの日本について考える人材を育て

る（＝日本をプロデュースする）』という想いから名付けられたそう

です。政治に興味を持つ若者を増やすために団体では現在、全国27

都道府県、総勢500名もの大学生スタッフが中心となって、「議員イ

ンターンシップ」「未来自治体」といった事業を展開しています。 

【地域の方へのインタビュー】 

【福島支部のスタッフ】 

  また、インターンシップ以外にも「未来自治体」という若年層向け政策立案コンテストを実施しています。「も

し自分が市長だったら、あなたのまちをどんなまちにしたいですか？」をテーマに全国大会を開催し、30 年後の

国や自治体をどうしたいかという構想を描き、構想実現に必要な10年後の政策案と予算案を大学生自らが考えま

す。これらの事業からは、若者の政治に対する興味・関心を喚起すると共に、次世代の人材を育成するという高

い志と信念が伺えます。  

  中西さんは「大学生活に満足していない。あるいは、将来の為に何

かしたいが何をしていいか分からない。そういった熱い想いはあるけ

れど、行動に移せない方には是非参加してほしい」と大学生への参加

を呼びかけます。  

にゃんこ隊長が行く！ 
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若い可能性から福島の未来を考える ～シリーズ人材育成②～ 

 東日本大震災以降、NPO活動に多くの若い方の姿を見ることができます。シリーズ第2回目はイン

ターン活動を経てNPOと一般企業で活躍しているおふたりと現在インターン活動をしているおふたり

の計4名からお話を伺いました。 

 「皆さん、こんにちは！長いと思っていたインターン活動も終

了まで残りわずかになってしまいました。9か月間で学んだこ

とを終了報告会や冊子にする時に形にできればいいなと思いま

す。残りの期間、気を抜かずに走りきりたいです！ 」  

修了生の声 

 伊藤 麻希（NPO法人コーヒータイム勤務）  

  私は学生時代、NPO法人コーヒータイムで9ヶ月間インターン生として

活動し、現在はスタッフとして勤めています。気づけば、インターンシッ

プの活動期間よりも長くコーヒータイムで過ごしています。この場所で

の時間が再び動き始め、改めて機会や人との出会いの大切さを実感しています。私自身インターンシップと

いう機会に恵まれたことで、同じ志を持つ仲間や、支えてくれる方々と出会うことができ、ここでの経験が

不安を力に変え、今でも背中を押してくれています。一度の出会いが次に繋がり、新たな出会いへと繋がっ

ていく。そして様々な関わりの中で可能性や発見が引き出されていく事、これはNPOにとっても大切な事の

一つではないかと感じています。 

NPO法人コーヒータイム 

福島大学 4年  

野口和雅さん 

NPO法人いいざか 
サポーターズクラブ 

福島学院大学 3年  

佐藤眞秀さん 

 

インターンの声 
住友商事 東日本再生ユースチャレンジ・プログラム  

インターンシップ奨励プログラム2016インターン 

  事業所での主な活動は、利用者さんに混じって作業をやらせ

て頂くことです。休憩時間などでの、利用者さんとのちょっと

した会話や触れ合いはとても楽しいです。このインターンに出

会えて本当によかったです。  

     

 

 大内 昌豊 （東京都内IT関係企業勤務） 

      （インターン当時：いいざかサポーターズクラブで活動）  

 今年の3月でインターンが終えてから、まる2年になります。私は大学4年の3

月にインターンを終えたため、この2年は新米社会人として過ごしてきました。  

 インターン中はNPOでの経験はさることながら企画や報告など社会人として現

在行っている原型となるものを色々と経験してきました。そのため、今の仕事に

おいて大いに活かされていると感じております。 その中でも、今でも仕事の根底

としている「利他」はインターン時代に学び、今でも大切にしています。  

 「子どもたち」から「お客さん・クライアント」へ。対象は変わっても、本質

は変わらず。お世話になった皆様やインターンメンバー・子どもたちに感謝し、

これからも頑張ります。  
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29年度 団体登録更新のお願い  

居酒屋バイトの

経験を活かして

頑張るぞ！！  

  福島市市民活動サポートセンターでは2年に1度、団体登録の更新をさせていただいております。  

登録団体の皆様には、すでに更新手続きの書類を郵送いたしておりますが、次回の更新日は4月1日と

なっております。許可等の処理を迅速に行うなど、団体様の利便性の向上を目的としておりますので、

お手数をおかけいたしますが、ご協力をお願いいたします。   

 

 12月10日(土)、11日(日)、福島市立子山自然の家で被災地3県

のインターン生による合同合宿が行われました。この合宿は、住

友商事「東日本再生 ユースチャレンジ・プログラム」の「イン

ターンシップ奨励プログラム」の活動の一環で、プログラム開始5

年目にしてようやく念願の3県合同企画である『3県合同合宿～地

球の未来を描く～』を実施することができました。  

 インターン生自身が活動している県の震災時の様子を調べた

り、他県のインターン生に自分の活動拠点をPRをする、また、3

県の郷土料理を作るなどの企画を通し、それぞれの県への理解を

深めました。インターン生は、この合宿の交流や意見交換を通し

て、被災地や地域との関わり方、将来の活動を見つめ直すきっか

けとなったようでした。  

「福島ＮＰＯ経営ゼミ」 始まります！ 

 理事長、理事、事務局長など、NPOのリーダーを募り、年間を通じて組織経営と運営の在り方を考え

学ぶ、経営ゼミを2017年度より開始します。  

 所属する個別組織および活動基盤を強化し、福島の長期的な連携基盤づくりを一緒にしましょう！！  

福島市市民活動サポートセンター登録団体連絡会 12/10・11  「住友商事東日本再生 ユースチャレンジ・プログラム 
インターンショップ奨励プログラム」 3県合同合宿実施  

参加者7名で記念撮影！  

参加できなかったインターン生
の分まで学びました。  

初めて挑戦する郷土料理に悪戦苦闘…！？  

出来上がった料理に舌鼓 !(^^)! 

 

美味しくできあがり  

ました！  
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編集後記  
・恋の季節って知ってますか？多くの生物がこれから！貴方もどうですか？ （ふかちゃん）  

・年度末、春まで走って走って、まっしぐら～。誰か助けて～。（マータン）  

・もうすぐ桜の季節！待遠しいですね。桜を見ながらのお団子が… (みー)  

・失敗談 十年たっても 雪解けず （タカ）  

 「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。  

 

まちの駅みーつけた！！  ～Ｐａｒｔ④～ 

 

旧堀切邸 ～心満たされる憩いの空間～ 

 裏門から入るとまず、目の前に広がる美しい庭園に心奪われます。庭園を進むと、左手には見事な舞台

(下蔵)があり、ヴァイオリンの演奏会や日本舞踊などの催しなどに利用されています。邸内には他にも、福

島県内最大最古の土蔵「十間蔵」や、車いすの方でも利用できる温泉かけ流しの足湯などがあり、江戸の名

残を留めながらも車いすの利用者にも優しい観光施設となっています。  

 また、邸内の主屋は見学することは勿論のこと、研修室として利用する

こともできます。歴史的価値の高い建物を利用できるという事もあり、お

茶会や書道教室、さらにはコスプレの撮影会など幅広い分野の方に利用

されるそうです。他にも、毎年冬に飯坂婦人会が主催となり、可愛い「つ

るし雛」や百年以上前のひな人形、豪

華な着物も展示する「つるし雛かざ

り」のイベントを行うなど、旧堀切邸

では季節ごとに飯坂の街を盛り上げるイベントも開催されています。 

 

 

【季節を彩るつるし雛】 

【歴史を感じる表門】 

 

 

【車いすの方でもご利用可能な足湯】 

 旧堀切邸は、江戸時代から続いた豪農・豪商の旧家を補修・復元し、

飯坂温泉の観光交流拠点として2010年5月にオープンしました。飯坂温

泉駅から徒歩5分ほどの立地で、飯坂の歴史を感じながらも、気軽に立

ち寄れる休憩スポットとして観光客だけではなく地元の方々にも人気の

施設となっています。  

 福島市飯坂町字東滝ノ町16 TEL：024-542-8188  

営業時間：9：00～21：00（無休-臨時休業の場合あり)  

入 場 料 : 無料（タオルや下駄も無料で貸出します）  

≪お問い合わせ先≫ ～旧堀切邸～ 

「ひと休みしたい」「トイレを使いたい」「イベント情報を知りたい」

そんな方は、お近くのまちの駅へ気軽にお立ち寄りください！  
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低学年部例会 
福島中央・西子ども劇場   

■会 場／とうほう・みんなの文化センター 

■時 間／11:00～12:00 

■料  金／入会金－200円 月会費ー1000円 

■主 催／福島中央・西子ども劇場            

■問合せ／TEL 024-533-7323 (小野） 

         

キツネとウサギの関係を通して、相手を想うやさしさ・人のつな

がりの大切さを人形劇でお届けします。 

024-558-0066   (松井) 

 
助成金・活動支援情報 

◎ 平成29年度 福島市市民活動活性化支援事業 

ふくサポ通信  

イベント情報 

    2017. 3–4月分 

イベント情報！ 
 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。 

    
3/12日
3/20月
3/26日 

4/1 
土 

      4/15
土 

「マウンテンバイク体験        

飯坂マラソンの「茂庭」をマウンテンバイクで風を切ろ

う！小学生以上で自転車に乗れる方ならどなたでもOK! 

■集合場所／もにわの湯駐車場 

■開催時間／10:00～12:00   13:00～15:00 (各日2回) 

■参加費／2,500円 (レンタル、講師、温泉入浴代等） 

■主 催／ＮＰＯ法人いいざかサポーターズクラブ 

■問合せ／E-mail：info@iizakasupporters.com 

  申込み    TEL: 024-529-6125 （金沢） 

成年後見相談会 

「成年後見制度」とは、将来判断力が低下した時に備え

て、不利な契約を結ばないよう、保護や支援をするしく

みです。専門の相談員が対応いたします。 

■会 場／福島市市民活動サポートセンター 

■時 間／14:00～16:00   

■相談料／無料 

■主 催／ふくしま成年後見センター 

■問合せ／TEL 024-535-5451  

4/16
日 れんげのつどい 

身近な人を自死で亡くされた方の分かち合いのつどいです。お話

の内容は守秘義務により守られます。安心してご参加ください。 

■会場／福島市保健福祉センター 

■時間／14:00～16:30   

■料金／100円  

■主催／福島れんげの会 

■問合せ／TEL 024-563-7121 (渡辺） 

「みてもいい？」 

 
   4/21
金 

高学年部 第144回例会 
福島市子ども劇場連絡会 

「世界一の口笛ショー」 
(レッド・ベコーズ) 

口笛世界大会日本人初の２連覇達成した口笛奏者とシンセサイザー

奏者による美しく愉快な音楽パフォーマンスをお届けします。  

■会 場／とうほう・みんなの文化センター  小ホール 

■時 間／19:00～20:00 

■料  金／入会金－200円 月会費ー1000円 

■主 催／福島市子ども劇場連絡会            

■問合せ／TEL 024-558-0066 (永山） 

 ふくサポにはイベントや助

成金の情報がたくさん寄せ

られています。 

  是非、見にいらしてくだ

さい！ 

 in 茂庭」        

■内  容／市民協働の担い手である市民活動団体の自立及び活性化と拡充を図るため、立上期に 

        ある市民活動団 体の組織強化の取り組み及び団体の目的を達成するための活動を資金 

      面で支援します。 

※当該補助制度の詳細については、4月3日（月）から福島市ホームページ、チラシなどをご覧ください。 

■申込受付開始／2017年4月3日（月）から（予定） 

■お問合せ ／福島市 市民安全部 市民協働課 525－3731 
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【道路を隔てて  

   ⇒立ち入り禁止区域】  

2/5 

土 

震災から6年 福島の今 
  

     平成23年3月11日の震災から6年、「福島の今」について復興に携わる活動をしているNPOの    

      おふたりにお聞きしました。  

    ～差別とのたたかい～         認定NPO法人 ふくしまNPOネットワークセンター理事   清水 修二  

 飯舘村、富岡町、浪江町などで、この春相次いで避難指示の解除（帰還困難区域を除く）がなされます。

チェルノブイリ事故の被災地では住民は「移住」の扱いになりましたので「帰還」は政策目標にはなっていま

せん。その意味で前例のない挑戦ともいえます。旧ソ連と違うといえば「除染」もです。事故から５年後に訪

れたウクライナにもベラルーシにも、福島に出現したようなフレコンバッグの

山は全然みられませんでした。  

 ところで最近関心の的になっているのは「子どものいじめ」です。福島から

避難している家庭の子どもが学校で差別され、嫌がらせを受けているというマ

スコミの報道に接して、「はたせるかな」との思いを抱いているのは私だけで

はないでしょう。記憶の「風化」がいわれながら、この種の差別感情は陰湿な

ムードとなって長く水面下で生き続

けるのではないかと心配です。広

島・長崎の原爆被爆者、あるいは水

俣病の患者たちも、ずっとそうした

差別に苦しめられてきたのです。  

 第一原発の事故現場では必死の闘

いが進行中ですが、私たちの差別と

の闘いも長くなりそうです。大事な

のは広島・長崎・水俣の教訓に学ぶこと。                                    

「風評」などという軽い言葉では表現できない、重い課題です。 

  

  

 

  

 

 

【廃炉にむかって…  

   楢葉遠隔技術開発センターにて】  

【復興への想いを話す市民活動団体の方】  

【運転を再開した常磐線 小高駅】  

 

   ～福島を復興に…～         一般社団法人 ふくしま連携復興センター理事・事務局長  山﨑  庸貴  

 東日本大震災・福島第一原発事故が私たちにもたらした課題は今も

なお、複雑で混沌としている。一方でそれは、私たちの故郷・ふくし

まが「市民活動先進地」と呼ばれるきっかけともなった。県内の特定

非営利活動法人数（福島県認証）は、震災前年の平成22年度末で567

団体であったが、今では900団体に迫る勢いである。一般社団法人や

法人格を持たない任意団体などを含めると、相当の数にのぼる。団体

数の伸び率は、東京に次いで全国第2位。まさに「市民活動先進地」

になりつつあると言っても過言ではない。  

 しかし、各団体の運営実態はどうだろうか。多くの団体が資金調達や人材確保などで悩みを抱えており、

自転車操業の団体も少なくない。長期に亘る先の見通せない活動に疲弊し団体

を辞めてしまうなど、非常に活動の継続が困難な団体もあると聞く。昨年は市

民活動の不祥事も社会を揺るがした。  

せっかくの「市民活動先進地」だ。あの災禍から立ち上がり、自らの手で自ら

の故郷を復興し、横たわる課題に対峙しようとするその想いと志を、私は何と

か支え、守り育てていきたいと思う。一つひとつの小さな活動が大きなうねり

を創り、福島を少しずつ復興に向かわせていく。そんな明日を目指して。  

 

 


