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法学ゼミナール葦の会
あ し  か い

 

にゃんこ隊長が行く！ 

～新聞を納得して読みたい方におススメ～ 

新聞を読んでいて疑問に思うことはありませんか？そうした疑問を

紐解く一助になってくれる団体が福島市にはあります。法学ゼミナー

ル葦の会では、日常の身近な問題からニュースで取り上げられている事件

まで、様々な出来事を題材に「法律」について学ぶ活動を行っています。学習スタイルとして、まず年間の

テーマを決め、毎月1回、午後2時間（原則第三土曜日、14：00～16：00）渡辺健寿弁護士を講師としてお招

きし、講義を中心に1年間（全12回）の講座を行っています。学習意欲さえあれば、いつでも・だれでも参加

可能な講座となっており、例えば年度途中の10月の講座からでも参加することが出来ます。 

会長を務める阿部征一さんは、「団体の歴史は、昭和52年に県文化センターが開設した『放送利用講座

(NHK市民大学講座)』の受講生が中心となって発足したところまで遡りま

す」と語ります。また、「私も設立当初からではなく、昭和54年にチラシ

を見て気軽に参加したことがきっかけでした」と話します。さらに渡辺健

寿先生については、「昭和59年に講師を依頼してから、1年また1年と気

づけば専任講師として30年以上も務めて頂けた」と長年の感謝の気持ちを

述べられました。 

 最後に阿部さんは、「法学ゼミナー

ル葦の会は、市民による自主的な勉強会ですので、専門的な知識がなくて

も大丈夫です。参加を希望される方は肩肘張らずにお気軽にご連絡くださ

い」と講座への参加を呼びかけます。そして、「ものの見方や考え方を養

う『生涯学習』となるよう活動していきたい」とこれからの活動への意気

込みで締めて頂きました。 

 

 

【参加を呼び掛ける阿部さん】 

 

住所：〒960-2155 福島市上名倉字染内20【会長宅】 

TEL・FAX：024-593-1907 

≪お問い合わせ先≫ 

【講師の話に耳を傾ける参加者】 

【熱心にメモをとる参加者】  
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福島市役所市民安全部市民協働課 課長挨拶  

ふくしまＮＰＯネットワークセンター理事長挨拶  

～指定管理4年目の春に～ 

牧田 実 

渡邉 洋也氏 

 ～新任のご挨拶～ 

 この４月から市民協働課長に就任いたしました渡邉洋也でございます。皆様には、多種多様な市民

活動、まちづくり活動などを通して地域の活性化に寄与していただいておりますことに厚く感謝申し

上げます。 

 福島市は、市民との協働を市政執行の基本としており、私どもの市民協働課は、「協働」の担当窓

口として、町内会や自治振興協議会などの地縁団体の皆様や、市民活動団体、ボランティア団体、Ｎ

ＰＯ法人などの民間団体の皆様のご協力をいただきながら、情報共有、交流、連携を図り、協働のま

ちづくりを推進するとともに、協働の担い手の育成や市民活動の活性化を図るための取り組みを行っ

ております。 

 福島市市民活動サポートセンターは、市民活動の拠点として、来館者数や会議室等の利用が増加し

ており、その役割への期待も高まっているものと認識しております。今後も、拠点としての機能充実

を図るとともに、助成金や市民活動などに関する有用な情報の収集や発信に努め、皆様の活動や交流

がさらに活性化するよう創意工夫してまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

  福島市市民活動サポートセンター（ふくサポ）は、2005(平成17年)3月にラヴィバレ一番丁に開設

され、2010(平成22)年5月に現在のチェンバおおまちへと移転しました。開設以来、私ども特定非営

利活動法人ふくしまＮＰＯネットワークセンターが管理・運営に携わらせていただいてきました。指

定管理者制度へと移行して4年目の春を迎え、ふくサポが市民のみなさんにとってより身近でより使

いやすい市民活動の拠点となるように、スタッフ一同、いっそうの努力をしていきたいと思います。 

 今年度の市民活動ステップアップ講座、ＮＰＯマネジメント講座、オープンセミナー（講演会）の

企画も固まりつつあります。自主事業も、好評をいただいているまちづくりトークカフェや講座・セ

ミナーに新企画を用意しています。もちろんふくしま市民活動フェスティバルもパワーアップして開

催します。 

 ふくサポは市民のみなさんのための施設です。おしゃべりできるスペースもあります。どうぞ気軽

にのぞいてみてください。 
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【成果発表のプレゼンの様子】 

4/9 平成２８年度福島市市民活動活性化支援事業 実績報告会 

 4月9日(日)福島テルサで「平成28年度福島市市民活動活性化支

援事業 実績報告会」が行われました。昨年度の市民活動活性化

支援事業の補助を受けた団体のうち、ファーストステップ部門3

団体、ステップアップ部門4団体、新規事業チャレンジ部門3団

体、地域別まちづくり部門4団体の14団体が成果報告に臨みまし

た。各団体は指定の時間

内で、パワーポイントや

資料などを利用し、工夫

をこらした発表を行い、報告終了後の質疑応答では、それぞ

れの団体が参考になる所を取り入れようと、会場内は熱気に

包まれました。   

  今後、実施された事業をもとに市民活動のさらなる発展を

期待したいと思います。 

 

【報告後の質疑応答の様子】 

 

こんなサポート必要ではありませんか？ 
 ふくサポには様々な相談がよせられますが、広報を専門にお仕事をされてきた方から、ＮＰＯ・市民

活動団体さんの活動に協力したい！！との相談がよせられました。広報のサポートがほしい団体さんは

是非、ふくサポにご連絡ください。 

  今年度も ふくサポ講座は 

盛りだくさん！！ 

＊こんな企画、あんな企画が盛りだくさんです。 

   詳細は決まり次第、ふくサポ通信やチラシでご紹介していきます。 

 

いきいき夜楽 
6月22日(木) 18:30～20:30(木) 
     開催スタート 

＊月１回開催予定 

毎回異なるテーマでみんなの「一番!!」を語り合います。  参加費：500円 

 出来ない理由ではなく、 

出来る方法を考えよう！ 

伝える戦術・虎の巻！ 

みんなでワイガヤしたら 

疑問が解けた！ 

上手いのは「書き方」 

ではなく「考え方」だった… 

福島好きから 

始めよう！ 

福島ア・ル・キ 

差がつく・身につく・ 

役にたつスキルを伝授! 

 

 

 まずは… 
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編集後記 
・ 新年は気分一新、新年度は心機一転。スウィッチ・オン？ それともリセット？（ふかちゃん）  

・ 気合を入れたスタートのつもりが、大風邪ひいた新年度！！桜小旅行で癒されて・・・。（マータン）  

・ 上に同じ！ 風邪ひきから始まった新年度です。低迷期を大きく挽回して飛躍の年度に！！！ (みー)  

・ 連休を 終えて気持ちも 梅雨入りに（タカ）  

ふくしまスカイパーク 

まちの駅みーつけた！！  ～Ｐａｒｔ⑤～ 

 「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。  

指定管理者：NPO法人 ふくしま飛行協会 TEL：024-558-6880  

運用時間：8：30～17：00（閉場期間12月末～3月末)  

≪お問い合わせ先≫ ～ふくしまスカイパーク～ 

 

【整備なども行う機体展示場】 

 

【敷地内にあるウィング・カフェ】 

【室屋氏の写真とグッズ 
を展示、販売】 

 

 

 

 

 皆さんは「ふくしまスカイパーク」ってどんなところかご存知ですか？ 

「地上と大空を結ぶ航空公園Sky Park」は、福島市大笹生にある「農道

離着陸場」で、当初は農産物空輸の飛行場として、1998年に国の補助を

受け開場しました。しかし、コスト面などから農産物空輸が減少し、現在

では民間および公共機関の航空機の離発着や飛行訓練などの利用の他に

も、福島市農道離着陸場条例に掲げる事業の地域振興や多目的活用とし

て、さまざまなイベント、また、公益的機関などのレーダー試験や車両テ

スト、自動車カタログ撮影、車・バイクの試乗会などの会場などにも利用されています。また、東日本大震

災では、福島第一原子力発電所の事故後に政府の要請を受け、被害の状況を把握するために、最初に無人機

を飛ばしたそうです。そして震災の後は、それまで以上に防災の拠点や、災害時の物資や燃料補充の中継地

点として大きな役割を担っています。 

 一方、2002年からはレッドブル・エアレース・パイロットの

室屋 義秀選手が日本国内の活動拠点として訓練などを行ってお

り、エアーショーなど関連のイベントも開催しています。更

に、土日祝日には機体展示場2階の展示室が開放され、セスナや

パイパー、エクストラなど色々なメーカーの小型飛行機を見る

こともできます。 また、敷地内には素晴らしい景

色が楽しめるカフェもあり、イベントが無い日もお

茶を飲みながら、絶景が堪能できます。一件の価値

ありですね。 

 最近では「天空の飛行場」と呼ばれ、県外からも

多くの方が来場する「ふくしまスカイパーク」まで

足を運んでみてはいかがでしょうか。 

 

 

 



ふくサポ通信2017年若草号 vol.72号  

ふくサポ通信2017年若草号 vol.72 

イベント情報！ 

■会 場／菜たねの家（福島市郷野目） 
■時 間／10:00～13:00   

■参加料／1,500円（材料費と軽食代を含みます） 

■主 催／ＮＰＯ法人青空保育たけの子 

■問合せ／TEL 070-1143-1166 (長沢） 

 

 

 

  空と土と交流広場 
   in 福島 

6/8 

木 

多肉植物の寄せ植えを楽しむイベントです。寄せ植

えをした後は、食事(軽食)をとりながら交流ができ

ますので、ご参加お待ちしてます。 

ふくサポ通信 
イベント情報 

  2017. ５–６月分 

 ５月６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。 

「荒川の自然を学ぼう！」          

4月から合計３回の学習会です。５月は「荒川沿い
の水性生物・虫・鳥などの観察」６月は「個人学習
のまとめとクリーン活動」になります。夏休みの自
由研究に役立ててみてはいかがでしょうか。 

■会 場／荒川資料室 

■時 間／9:30～12:00   

■参加料／無料 

■主 催／ふるさとの川 荒川づくり協議会 

■問合せ／TEL 024-536-2632（加藤） 

5/20土
6/17土 参加者募集         

■会 場／アートさをり（南沢又前田5-27) 

■時 間／10:00～17:00 
■入場料／無料 

■主 催／アートさをり             

■問合せ／TEL 024-559-3465 (渡辺） 

  第16回初夏の風展 
~平和を織ろう2017~ 

5/26 
～5/30 

さをり織りで製作した洋服から小物まで2,000～

3,000の品々を展示、販売いたします。体験織りも

できますので、ご来場をお待ちしています。 

■会 場／福島県青少年会館 2Ｆ大研修室 
■時 間／15:00～16:00   

■入場料／会員ー無料  一般ー1,500円   (4歳以上) 

■主 催／福島南子ども劇場 

■問合せ／TEL 024-546-6616 (田辺） 

 

 

 

  6/4 

日 

皆さんおなじみの人形劇「ブレーメンの音楽隊」 

誰もが輝く未来を信じて、自分自身で歩き出すもの

がたりです。歌と音楽で紡ぐ夢のひとときです。 

■会 場／ＡＯＺ多目的ホール 

■時 間／13:30～14:45   

■入場料／無料 

■主 催／朗読サークルぶんぶん 

■問合せ／TEL 024-558-1862 

 

 

  
朗読の散歩道  

5/7 

日 

爽やかな若葉の季節、朗読のひと時をお楽しみくだ

さい。新美 南吉著の童話2編と重松 清著のさくら

地蔵などをお届けします。 

福島南子ども劇場 
ふくぎんみんなのサポート 
市民活動助成金助成事業 

「ブレーメンの音楽隊」 

■会 場／福島市市民活動サポートセンター 

■時 間／13:30～16:30   

■入場料／無料 
■主 催／福島PHP友の会 

■問合せ／TEL 090-5233-1599 (熊本） 

 

 

 

  福島PHP友の会 
オープン例会 

6/11 

日 

通常例会の月刊誌PHPの読書感想や会員の皆さんの

近況報告に加え、認知症サポーター講習会を開催し

ます。 
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■会 場／福島テルサ ３Fあぶくま 
■時 間／14:00～15:00  

■料  金／入会金200円  月会費1,000円 

■主 催／福島中央子ども劇場   
■問合せ／TEL 024-533-7323（小野）  

  

  

「不思議ってステキ！」 

6/11 

日 
低学年部第133回例会 
福島中央子ども劇場 

次々に飛ぶ出すふしぎ！フシギ！不思議！ユーモア

を交えたトークマジック！ダイナミックなマジック

で観客を魅了します。 

 

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。 

  れんげのつどい 

■会場／福島市市民会館 

■時間／14:00～16:00   

■料金／100円  

■主催／福島れんげの会 

■問合せ／TEL 024-563-7121  

6/17 

土 

  6/11 

日 

■会 場／小鳥の森 ネイチャーセンター集合 

■時 間／9:00～12:00 
■参加費／300円（参加者の保険料となります） 

■主 催／小鳥の森里山保全クラブ             

■問合せ／090-9637-6732 (高原） 

毎年恒例！池の周りの草刈りをして、とんぼや蝶を
呼びましょう！自然の中で何かやってみたい方一緒
に活動してみませんか。(1週間前までにお申し込み
が必要となります。） 

とんぼ池の草刈り 

 

助成金・ 
活動支援情報 

◎ 「第37回 緑の都市賞」～緑の市民協働部門～ 

■ 対象となる団体／ボランティアを基本とした緑化活動で地域の社会や環境へ貢献 

■ 助成金額／５万円~20万円とします。       

■ 応募締切／2017年 6月30日（金）当日消印有効 

■ 問 合 せ／公益財団法人 都市緑化機構 緑の都市賞係 TEL：03-5216-7196／ FAX：03-5216-7195 

        ＊詳細はホームページより応募要項をダウンロードしてご確認ください。  

                   http://urbangreen.or.jp 

◎   Ｐａｎａｓｏｎｉｃ  
  ＮＰＯサポートファンド   

■対象となる団体／「環境分野」「子ども分野」「アフリカ分野」の3分野で設立から3年以上の団体 

■助成期間及び金額／2018年 1月1日～12月31日     1団体上限200万円       

■応募期間／2017年 7月14日（金）～7月31日（月）必着 

■問   合  せ ／パナソニック㈱ブランドコミュニケ―ション本部 CSR・社会文化部（担当 東郷）  

                 TEL：03-3574-5665  

           ＊詳細は3分野の事務局までお願いいたします。 

   「環境分野」03-5298-6644／「子ども分野」03-5623-5056／「アフリカ分野」03-3574-5665 

ふくサポでは、ベント情報も助成金

情報も自由に閲覧できます。 

情報が欲しい方はふくサポまで！！ 


