
ふくサポ館内のト

イレが、工事のた

め、現在、下記の

期日までご使用ができなくなって

おります。 
使用できない期日 

  11月20日（土）まで。 

ご迷惑をおかけいたしますが、期

間中、他の階のトイレをご利用い

ただきますようお願いします。な

お、工事による音が多少いたしますがご容

赦くださいませ。 

ふく 

サポ 

通信 
２０１０年１０・１１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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９月２９日（水）、いいざかサポーターズク

ラブ主催 地域のがっこう・福島校「着地

型観光研究会」が行われた。「着地型観

光」が地域にもたらすもの、って何だろ

う？をテーマとして講師に福島市商工観

光部 参事兼観光課長 渡辺勉氏を招

き、他３人のパネリストによるディスカッショ

ンも行われ、参加者は福島市の観光への

取り組みや現状、今後について熱心に耳

を傾けた。 

 

１０月２日（土）、ふくしまＮＰＯネットワーク

センター主催 第１回のっぽ・アカデミー

「新しい公共を掲げる民主党のＮＰＯ政

策」が行われた。講師に参議院議員 金

子恵美氏を招き、目指すべき日本のあり

方～「新しい公共」によって支えられる日

本～をテーマに市民やＮＰＯの力を支援 

し、自立と共生を基本とする人間らし

い社会を築くためにどうすべきか？

など、約３０名の参加者も活発に意

見をのべ、質問をし、講座をもりあげ

た。 

お知らせ 

ふくサポ 講座始まる！！ 

会議室の窓から 

コラム 

ふくサポ探検隊～ニャンコ隊長レポート ふくサポ、講座始まる！！巻～ 

（左写真）銀座

ミツバチプロ

ジェクトからみ

る広域連携 

（右写真）

のっぽ・ア

カデミー 
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 「 コラボ☆ふくしまにみる＜協働＞の可能性」 
     特定非営利活動法人 ふくしまNPOネットワークセンター常務理事 

                     （福島大学教授） 牧田実  

 縁あって、コラボ☆ふくしま（以下、コラボと略す）の審査委員を

3年間務めている。コラボは、市民との協働を市政の基本方針に

掲げる福島市の目玉施策の一つであり、正式名称を「ふくしま協

働のまちづくり事業＜コラボ☆ふくしま＞」という。コラボは、企画政

策課を主管として2004年度から開始され、これまでに計82件の応

募があり、43件が補助対象となっている。 

 ちなみに今年度、補助対象となった事業は、①地域における住

民参加型イベント「FREE STYLE FESTA感謝祭」 、②わらじ祭り

歴史ＤＶＤ～未来のために伝えよう、③地球のステージ、④「コド

モノエガクマチ」プロジェクト 、⑤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」 （順不同）であり、補助予

定額 は１５５.２万円。補助は総事業費の2/3以内、上限40万円と

いうのがコラボのルールである。 

 コラボがユニークなのは、「協働」の相手となる行政側の窓口

（主管課）を特定して応募団体との「事前調整」を行い、公開審査

を経た後に、さらに細部を協議したうえで実際に事業を行うという

形をとっていることであり、いくばくかの補助金を出して一丁上がり

という「名ばかり協働」を排除している。また、応募団体のプレゼン

テーションを中心とした公開審査が行われており、公益性、協働

の的確性、実現性、発展可能性、妥当性という審査基準ととも

に、その結果がすべてオープンになっている。プレゼンは、市民

活動団体のまちづくりにかける熱い想いを実感することのできる良

い機会ともなっている。コラボは7年間の実績を積み上げ、協働の

中心施策として定着してきたし、また近年は学生団体による応募

（＝採択）もみられるなど、将来に向けての期待も膨らんでいる。 

 今年6月に策定された「新・福島市協働のまちづくり推進指針」

では、福島市の協働を進めるうえでふくサポの果たすべき役割の

大きいことが強調されている。コラボに採択された団体にも、これ

からコラボをめざす団体にも、大いにふくサポを利用していただき

たい。そして、コラボによる協働の実践が単年度の事業期間を超

えて、団体と行政双方の活動と運営、ひいては市民とまちづくりの

ために、よい刺激となることを期待したい。 
 

編集後記 
 カトリックの諸聖人の日で知られる

ハロウィンも終わり、景色はすっかり

秋。子ども達が仮装してお菓子をも

らって歩く行事も最近ではテレビや映

画、お菓子売り場で知られています

が、１０年前には、もっと知っている人

が少なかったはず・・・、時代の流れを

感じますね。さて、ふくサポ通信も今

回は３人の編集委員でのお届けとなり

ました。取材でお邪魔させていただき

ました皆様、大変お世話になりまし

た。楽しんで読んでいただけたら幸い

です。（内山） 

 今号より助成金、イベント情報など

の担当になりました。取材などで、今

後、お世話になることもあるかと思い

ます。よろしくお願いします。（櫻井） 

 職業訓練で、９月の１ヶ月間、お世

話になり、編集や取材を体験しまし

た。初めての経験で勉強になりまし

た。お世話になりました皆様、ありがと

うございました。（菊池） 

 

（右写真）着地型観

光研究会 

にゃんこ隊長 

  

（上写真）「国際交流からみるボ

ランティアと市民活動」講座 
（上写真）助成金講座 

講座は、後半、まだまだあ

りますよ。是非ご参加くだ

さい。詳しくはＰ７に！！ 

１０月９日（土）第２回市民活動ステップアップ講座「国

際交流からみるボランティアと市民活動」 

（コーディネーター ふくしま情報ステーション所長 

齋藤美佐氏／パネリスト 福島県国際交流協会 専

務理事 渡辺幸吉氏・ フー太郎の森基金 理事長 

新妻香織氏・ ルアンダの教育を考える会  理事 

佐藤俊子氏／参加者 ２１名） 

各団体の活動状況や国際関係の福島県内の動き、

国際関係のボランティアの現状を熱く語っていただい

た。 

１０月１６日（土）第１回オープンセミナー（講演会）「銀

座ミツバチプロジェクトからみる広域連携」 

（コーディネーター 福島大学副理事長 清水修二氏    

 パネリスト 銀座ミツバチプロジェクト 副学長 田中

淳夫氏・あづまの里「荒井」まちづくり協議会 幹事長 

宍戸一照氏／参加者 ２３名） 

「おやじの遊び」から始まったプロジェクトは海を超え

世界に注目される一大プロジェクトになった。その発

想と福島市との係わりを話し、福島市と何故組んだ

か？との問いに「ノリがよかった！」とパートナーとして

の相性の大切さも語った。 

（上写真）広報講座 （上写真）ＮＰＯ入門講座 

8月28日（土）第１回市民活動ステップアップ講座

「ＮＰＯ入門」 

（講師 福島大学副学長 清水修二氏／会場 ふ

くサポ／参加者 １９名） 

ＮＰＯの現状や福島県のＮＰＯ団体の様子、ＮＰＯ

団体や市民活動団体の課題などを学んだ。 

９月９日（木）第１回ＮＰＯﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ講座「助成金」 

（講師 日本財団 荻上健太郎氏／会場 ふくサ

ポ／参加者 ３２名） 

助成金の仕組みや助成金を募集する側の意図、

申請やプレゼンテーションについて実践練習をまじ

えながら学んだ。 

９月２４日（金）第２回ＮＰＯﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ講座「広報」 

（講師 福島県クリエーターズ協会 理事長 田中

聡氏／会場 ふくサポ／参加者 ２１名） 

広報の仕組みや基本、広報の方法、アイディアの

出し方などを、実践練習を交えながら楽しく学ん

だ。 
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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 

ＪＴ 青少年に関するＮＰＯ助成事業 

２０１１年度助成 
〈対象〉非営利法人。日本国内におい

て、地域社会の核となって実施する青少

年の健全な育成につながる事業。（青少

年の自然体験活動、不登校・ひきこもり

児童支援事業、里山の環境保全活動な

ど） 

〈助成金額〉１件あたり年額最高１５０万円 

        件数４０件程度 

〈応募締切〉平成２２年１１月２０日（土） 

〈お問合せ先〉日本たばこ産業株式会社 

       ＣＳＲ推進部 社会貢献室 

         電話 03-5572-4290  

2010(Ｈ22)年度『連合・愛の

カンパ』助成 
〈対象〉市民互助型・草の根型市民団

体、グループ。新たに始める、地域にお

ける「ふれあい・助け合い活動」（地域の

居場所づくり、高齢者生活支援、子育て

支援 等） 

〈支援金額〉上限１５万円まで 

        ３３団体を目途に助成               

〈応募締切〉平成２２年１１月２０日（土） 

〈お問合せ先〉 

 公益財団法人さわやか福祉財団  

 立ち上げ支援プロジェクト 

  電話 03-5470-７７５１ 

平成２３年度 花博記念協会  

              助成事業 
〈対象〉公益法人、特定非営利活動法人 等。「花

の万博」の理念である「自然と人間との共生」の継承

発展または普及活動に資する事業であって、生命

の象徴としての「花と緑」に関連する広汎な分野にお

いて、科学技術または文化の発展または交流に寄

与するもの。 

〈助成金額〉全体事業費のうち助成対象経費

の総額の２分の１以内 

①調査研究開発…１件あたり１００万円以内 

②活動・行催事…１件あたり５０万円以内 

〈応募締切〉平成２２年１１月２４日（水）        

〈お問合せ先〉財団法人国際花と緑の博覧会

記念協会 企画部企画課 

電話 ０６-6915-４５１６ 
 

福島中央子ども劇場 低学年部第１０７回例会 

 中国影絵人形劇「西 遊 記」 
   ～飛ぶ・消える・変わる 

        魔法のような中国影絵～ 

〈プログラム〉中国寓話／鶴と亀 

      皮影戯のひみつ（解説・実演） 

      西遊記／三打白骨精の巻 

               （休憩有り） 

〈日時〉 １１月７日（日） １４：００～１５：３０ 

〈場所〉 福島市公会堂 

〈参加費〉会員制 入会金２００円  

            会費（月額）１０００円  

    大人・子ども同額（３歳以下無料） 

〈お問合せ先〉福島中央子ども劇場 

     電話 ０２４－５３３－７３２３ 

第４９回（平成２２年度） 

      下中科学研究助成金                         
〈対象〉全国小、中、高校、中等教育学校、

特別支援学校、高等専門学校の教員（教育

センターを含む） 

学校の先生方の教育のための真摯な研究 

①自然の部…算数・数学など11分野②人文

の部…道徳教育など5分野③その他…教育

一般など9分野 

〈支援金額〉1件あたり30万円 

        総額９００万円              

〈応募締切〉平成22年12月10日（金） 

〈お問合せ先〉 

財団法人下中記念財団事務局 

電話 03-5261-5688 

環境ＮＰＯ助成 
〈対象〉ＮＰＯ法第１０条の規定にもとづき設

立された国内の法人。３年以上の実践活動

歴を有する国内の任意団体。 

①「環境と経済との調和」に資する活

動。 
（地球温暖化問題への取り組み、循環型経済

社会実現への取り組みなど） 

②「環境と科学技術との調和」に資する

活動。 
（自然エネルギーの活用など） 

〈助成金額〉1件 150万円（上限） 

〈応募締切〉平成２３年１月２１日（金） 

〈お問合せ先〉財団法人日立環境財団 

電話 0３-3257-０８５１ 
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未来館健康セミナー 

子どもを守るために親・大人として伝え

たいこと 
 

〈内容〉インターネット等による誤った性情報の氾濫、

未成年の人工妊娠中絶や性感染症等、子どもたち

を取り巻く性の問題は、深刻です。思春期の子ども

の性について、親として・大人としてどう向き合えばよ

いか考えるためのセミナーです。 

  第１部 講演  第２部 個別相談会  

〈日時〉 １１月７日（日） １２：４５～１５：３５ 

〈場所〉 福島県男女共生センター 
〈対象〉 保護者、教育関係者、テーマに関心のある方 

〈定員〉 ３０名程度（申込先着順）    

〈参加費〉無料 

〈お問合せ先〉福島県男女共生センター 事業課 

     電話 ０２４３－２３－８３０４ 

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〉プロバスケットボール公式試合 リンク栃木ブレックス ｖｓ レラカムイ北海道 

             ～田臥勇太が所属するリンク栃木が、福島市のあづま総合体育館にやってきます～ 

〈活動日・場所〉 平成２３年１月２８日（金）、２９日（土）、３０日（日） あづま総合体育館 

〈活動時間〉 ２８日（金） １０：００～１７：００   

          ２９日（土） １１：００～１８：３０ （１５時試合開始） 

          ３０日（日） １１：００～１８：３０ （１５時試合開始） 

          ※上記時間は暫定のものになりますので、目安としてお考え下さい。 

〈活動内容〉 ２８日 試合会場の設営  ２９日、３０日 試合運営のサポートおよび撤去作業 

〈募集人数〉 各日２０～２５人 

〈活動条件〉 昼食支給   

〈申し込み締め切り〉 平成２２年１月７日（金） 

〈主催〉 リンクスポーツエンターテイメント 

〈お問合せ先〉 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・ 

これからの 

講座のご案内 
全ての講座がふくサポ会議室で開

催されます。参加費無料。 

 

※お問い合わせはふくサポへ 

平成２３年度 年賀寄附金 配分事業 
（対象〉社会福祉法人、更正保護法人、特例

社団法人、特例財団法人、公益社団法人、

公益財団法人、NPO法人。「お年玉付郵便葉

書等に関する法律」で定められた１０分野（社

会福祉の増進を目的とする事業、青少年の

健全な育成のための社会教育を行う事業、健

康の保持増進を図るためにするスポーツの振

興のための事業、開発途上にある海外の地

域からの留学生又は研修生の援護を行う事

業、等）の事業を行う法人。 

〈支援金額〉50万円～500万円               

〈応募締切〉平成２２年１１月３０日（火） 

〈お問合せ先〉郵便事業株式会社 経営企画

部環境・社会貢献室内 年賀寄附金事務局 

        電話 03-3504-4401 

平成23年度 カーボンオフセット 

         年賀寄附金配分事業 
 

〈対象〉日本の公益社団法人、公益財団法人、特

例社団法人、特例財団法人、NPO法人。「お年玉付

郵便葉書等に関する法律」第5条にある地球環境の

保全を図る事業を行う法人。 

〈助成金額〉 

①カーボンオフセット事業助成プログラム   

1件あたり上限金額設定なし 

②地球温暖化防止活動事業助成プログラム  

1件あたり上限500万円    

〈応募締切〉平成２２年１１月３０日（火） 
〈お問合せ先〉郵便事業株式会社 経営企画

部環境・社会貢献室内 年賀寄附金事務局 

電話 03-3504-4401  

一般財団法人セブン-イレブン記念財団 

            「２０１１年度公募助成」 
〈対象〉NPO法人、任意の環境市民団体①環境市

民活動助成…自然環境、野生動物種の保護・保全、体験

型環境学習活動、環境への負荷を軽減する生活をテーマに

した活動②地域美化活動助成…緑化植花活動、地域

清掃活動 

〈助成金額〉 

①環境市民活動助成…活動助成 総額1億円、自

立事業助成 １団体あたり上限4４0万円、広域連帯

促進助成 1プロジェクトあたり上限200万円 

②地域美化活動助成…緑化植花活動助成 １団体

あたり上限100万円 総額2500万円、地域清掃活動

助成 １団体あたり上限20万円。 

〈応募締切〉平成２２年１１月３０日（火） 

〈お問合せ先〉一般財団法人セブン-イレブン記念

財団/公募助成担当 

電話 03-6238-3872 

 「成年後見制度 説明会」                                                
 

〈場所〉福島市中央学習センター        

〈開催日時〉 

   １１月１１日（木）・１２月９日（木）   

         １０：００～１１：３０                                                    

         １８：３０～２０：００    

     ※１２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 代表 遠藤  

  電話／ＦＡＸ ０２４－５２２－１４２６ 

 「市民後見人養成講座」  

         受講者募集！ 
〈場所〉福島市中央学習センター        

〈開催日時〉 

 第１日目 １１月１０日（水）１０：００～１７：００ 

 第２日目 １１月１８日（木）１０：００～１７：００  

 第３日目 １１月２４日（水）１０：００～１７：００                                               

  第４日目 １２月１日（水）１０：００～１５：００  

              （フォローアップ講座）   

〈受講対象者〉全日程参加可能な方 

〈参加費〉無料（テキスト代３，０００円） 

〈主催〉養成講座運営委員会 

〈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 

俳優座劇場 家族の写真 
 

〈内容〉年老いた母と彼女を介護する独身の

娘。二人暮らしの部屋に、ある日若い恋人の

家と間違えて中年男性が訪れる。そこで娘は

母のためにある嘘を思いつく・・・ 

〈場所〉福島テルサＦＴホール 

〈日時〉１１月１９日（金）１８：４５～ 2０日（土）１４：００～  

      ２１日（日）１３：３０～ ２２日（月）１３：３０～ 

〈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  

ふくしまグローバルフォーラム２０１０ 

FUKUSHIMA GLOBAL FORUM 
〈日時〉 １１月２３日（火・祝） １３：００～１６：００ 

〈プログラム〉  

 トーク＆尺八演奏会 
  「尺八とジャズの出会い～多様な文化のハーモニー～」 

      講師：ブルース ヒューバナー氏 

             （アメリカ出身尺八演奏家） 

 報告 １．隣国韓国で急展開する外国人政策 

 発表 １．ふくしまで暮らす「外国につながる子どもたち」 

        の今と未来 

      ２．外国人から見たふくしまの魅力と新ビジネスの 

        可能性 

〈場所〉ビッグパレットふくしま ３Ｆ 中会議室 

〈参加費〉無料 

〈お申し込み先〉（財） 福島県国際交流協会 

     電話 ０２４－５２４－１３１５ 

ふくしま文化元気ルネサンス事業 

ふくしま近代化産業遺産と 

      地域づくりフォーラム 

今、身近なまちの近代化産業遺産を語り継ぎ、未来

に残していこうという活動が注目を浴びています。 

地元の文化的な魅力を、まちづくりや観光に活用し

たいと考えている皆さん、これからの地域づくりにつ

いて一緒に考えてみませんか？  

基調講演 ＮＰＯ法人 軍艦島を世界遺産にする会 

         理事長 坂本 道徳 氏 

〈日時〉 １１月９日（火） １３：００～１５：３０ 

〈場所〉 ビッグパレットふくしま３F 中会議室 

〈定員〉 ８０名（事前申込・先着順） 

〈参加費〉無料 

〈申込締切〉 １１月４日（木）必着 

〈お問合せ先〉福島県文化振興課  

         電話 ０２４－５２１－７１５４ 

ＮＰＯマネジメント講座３ 

「市民活動と企画事業 

   ～もしもノートと市民活動～」 
〈講師〉須齋 美智子 氏 
（ＮＰＯ法人 ライフ・エンディングセンター  

                      理事長） 

〈日時〉１１月１０日（水）  

     １８：３０～２０：３０ 

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り急成長

した団体の手腕とは？もしもノート作

成の経緯と広報の仕方は？ 

市民活動ステップアップ講座３

「ソーシャルビジネス 

 にみる社会企業家づくり」 
 

〈講師〉石山 純恵 氏 
    （㈱クリフ 代表取締役 

     福島市行政改革アドバイザー） 

〈日時〉１１月２０日（土）  

     １３：３０～１５：３０ 

コミュニティービジネスから一歩踏み

込んだソーシャルビジネスに焦点を

あてる。自身も社会企業家の石山

氏が独自の経験から語る。 

市民活動ステップアップ講座４ 

「里山を舞台とした団体活動 

  と実例～協働の現状と理想～」  
〈ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ〉清水 修二 氏 
            （福島大学理事・副学長） 

〈パネリスト〉 

高野 金助 氏 
（ＮＰＯ法人 霊山里山学校 理事長） 

大野 達弘 氏 
（ＮＰＯ法人 ゆうきの里東和ふるさとづくり協議会 理事長） 

高原 豊 氏 
（小鳥の森 里山保全クラブ 代表） 

〈日時〉１２月１１日（土） １３：３０～１５：３０ 

行政との協働をもとに里山を背景に活動され

ている団体にスポットをあてる。里山の持つ理

想の姿とは？一緒に考えてみませんか？ 

オープンセミナー２ 

「大学と市民活動・ 

  地域と学生の市民活動」 
〈ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ〉星野 珙二 氏 
            （福島大学 教授） 

〈ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ〉渡部 育夫 氏 
     （福島民報社 地域交流室 副部長） 

〈パネリスト〉 

鈴木智也 氏（福島大学 まちづくりサークル） 

苅谷智大 氏（東北大学 桑折町コミュニティー 

            カフェ） 

我妻美姫 氏（ピアカウンセリング研究サークル） 

〈日時〉平成２３年１月１５日（土）１３：３０～１５：３０ 

地域と連携をとりながら、市民活動を行っている学

生団体、その若者達が、大人たちになげかける主

張とは？若者目線からみた主張が浮き彫りに・・・・。 



Vol.３３ ふくサポ通信 ‐３‐ 
‐２‐ Vol.３３ ふくサポ通信  

交流コーナーから、今月の図書紹介 

（上写真） 

  代表者挨拶 

 まだまだ残暑の残る9月、「アートさをり」さんの代表者様にお話をおうか

がいしてきました。 

⑫回目 ＮＰＯ法人 えんじょいらいふ福祉会  地域活動支援センター アートさをり さん 

代表者：理事長 飯塚 啓子 様 

作業者数：１５名ほど 

活動暦：２０００年6月1日に小規模作業所として開所し、現在では指定就労継

続支援Ｂ型事業所として活動している。 

活動内容：「さをり織り」とは、1972年に大阪の主婦により生みだされた最も簡単

な「はた織り」の１つだ。その理念は、「教えないで引き出す」「思いのままに織

る」に集約される。色彩や素材・織り方も自由という制約のないところが、既成

概念にとらわれない。全てが１点もので、感性豊かなその作品に魅せられた

ファンも少なくない。 

 「さをり織りは、キズも模様、ムラも芸術、好きに好きに織ること。一人ひとり

の個性をぶつけて差異を織れば良いこと。織りを通して自己実現を図るこ

と。アートさをりでは、若者たちがいきいきと自らの感性を織っています。」 

そう語る飯塚理事長さんがさをり織りと出会ったのは、15年ほど前のことだ。

障がいをもつ息子さんの将来のために何かできることはないかと思い悩んでいた時、友人からの誘

いでさをり織りの現場を目にした時のことだった。「私はどこかで、諦めていたのですよ。ダンボール

を折ることや色々なことをさせても何もできない息子に・・・。でもね、さをり織りを目にした息子の目

が輝いて、やろうとする意欲がその時見えたのですよ。それからです。このアトリエをひらいて、少し

ずつ仲間が増えてきて・・・。彼らは、一見何もできないように見えるかもしれない。私達は生まれな

がらの感性をこそぎおとしながら、普通の人になってきた。でも、こそぎおとすことの出来ない人たち

は生まれながらの感性をたっぷりと抱えて生きている天才なんですよ。」と、笑顔で語ってくれた。な

るほど、アトリエの中は様々な色であふれ、誰もがただ一心にその作品と向かい合うひたむきさと、

あたたかさが感じられた。その顔１つ１つは、まさにアーティストの顔そのものだ。外とは逸脱した雰囲

気が、独特の優しい空気で、時間をゆるやかに支配しているようだった。作品は、早くもクリスマスに

向けての作品も織られていた。 

 活動は月曜日から金曜日の１０時から１６時までおこなわれており、午後は歌や楽器を使って、音

楽に親しむ時間もある。彼らは色と音で芸術を楽しむのだ。この音楽の練習の成果は、「アートさを

りエンジェルズ」さをり・パフォーミング・アーツという形でさまざまなイベントなどの舞台で披露され

る。取材に伺ったこの日も、私をかこんでオリジナル曲「たんぽぽ」を含む２曲の演奏をしてくれた。

歌って、踊って、笑って、楽しむ！まさにそんな感じの演奏で心がぽっか、ぽっ

かとあたたかくなった。アトリエの片隅にはショップコーナーもつくられ、かわい

い小物ををはじめ、衣類やバック、帽子といった魅力的な商品がならんでい

る。（ショップは土曜日も営業） 

障がいという１つの個性をもつ人たちが自分の力で収入を得ていくのは、厳し

い。だが、彼らにはこの空間がある。彼らの給与はこのショップの売り上げか

ら、支払われる。そのためには、ショップをたくさんの人に知ってほしい。そん

な思いから、今月、アトリエ兼ショップの前に目印の旗が設置された。「この旗

が設置されてから、お店に気付いてくれる方が多くなったのですよ。」そう語る

スタッフの方の笑顔はとても嬉しそうだった。 

 私達の毎日の生活の中で、疲れやストレスを感じることは多い。そんな時、

ふと、羽を休め、このゆるやかな空間にひたってみてはどうだろう？福島にも

頑張る個性豊かなアーティストがたくさんいる。その作品のあたたかな色彩に

はきっと心が和むはずだ。 

 今回、「アートさをり」さんにふれて、いつか聞いたこんな言葉を思い出し

た。「踏まれても 根強くしのべ 道しばの やがて花咲く春は来るべし」。 

（上写真）さをり織りがつ

くられていく様子 

（上写真） 

 施設内ショップの様子 

（上写真）シンボルの旗 

（下写真）作業中の様子 

の子ども達約40名が参加した。このイベントは福島大学

と日本大学の学生が主体となり実行委員会を構成して

おり、現在の福島市の模型や過去の街の写真を使いな

がら、クイズ形式で福島市を紹介し、よく理解したところ

で、子ども達の想い描く街を模型にしていくというもの

だ。学校が違う子ども達も多く、始めこそ、とまどっていた

子ども達も同じ作業を続けていくうちにうちとけ、協力し

あいながら、大人では思いもつかないような街をつくりあ

げていた。参加した子ども達の保護者達は継続事業に 
 

各地のボランティアのこと、戦争のこと、仲間のこと、

などを５つのテーマにわけて、映像とともに紹介。語

りの間に歌が披露された。まさに、音楽と映像と語り

が繰り広げる癒しの空間だった。語りの中には、戦争

や貧しさで苦しんでいる人々、そして、その人達を支

え、いきいきと生きる人たちの姿が紹介されていた。 

「自分の力では止められないことが３つあります。そ

れは、生まれること、年をとること。そして・・・人を 

愛すること。」冒頭に語る桑山さんの言葉だ。まさ 

 

 

 

           

        森へ行こう、山村へ行こう NPO地球緑化センターの森林活動 新田均著／春秋社 
         中国の砂漠緑化、日本の国・公有林での週末森林ボランティア、若者を山村に一年間派遣す 

       る「緑のふるさと協力隊」など、時代の先端を行く活動を続けるＮＰＯの十年の歩み。 

      （コメント）「地球緑化センター」を通して、中国の砂漠緑化について（緑の親善大使）や緑 

       で結ぶボランティアの人間模様が描かれています。緑の大切さや里山への懐かしさを思い出 

       す一冊となるかもしれません。地球温暖化が騒がれる最近、考えたいことですね。 

 

 

 団塊新現役世代ーＮＰＯに生きるー／米田雅子・田中善幸・野呂法夫／ぎょうせい 
   今から始める「生涯主役」。ＳＯＨＯ、帰農、趣味、まちづくり・・・あなたは？この1冊で、ＮＰＯ 

  の基礎知識と定年後の実践事例がわかる。 

 （コメント）新現役世代には、定年後の多様な選択肢があると思います。実は定年後 

 こそ社会とのつながりが大切なのだとこの本は説いています。誰でも、好きなことな 

 ら一生懸命やれる！「定年後は自分らしい仕事をして生涯主役で」と考えている方も 

 少なくないでしょう。そんな団塊世代にはＮＰＯがぴったりだと語っています。この本 

 には実際にＮＰＯで活躍している人の事例が載っているので、大変参考になるのではな 

 いでしょうか？ 
 

 

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！！           

地球ステージ 「コドモノエガクマチ」プロジェクト 

（左写真）模型づくりの様子 
 

 

（上写真）自己紹介をする 

子ども達 
 

8月9日（月）、10日（火）太陽が

まぶしい、夏休み真っ盛りの猛

暑日、子どもの夢を育む施設 

こむこむ館で、「コドモノエガク

マチワークショップ～みんなで

自由に未来の福島の模型を作

ろう！～」が開かれ、福島市中

心市街地に住む小学4～6年生 

9月4日（土）福島市音楽堂におい

て、「地球ステージ５～果てしなき

地平線～」が開かれた。実行委

員会の挨拶の中で、「心に感じる

ステージ・・・」との紹介があり、ス

テージが始まるとＮＰＯ法人 地

球ステージ代表理事の桑山紀彦

さんは、独特の語り口で、世界の 

（右写真） 

来場者に語りかける桑山氏         

                    

＜コラボ☆ふくしま＞

その後・・・を 

追え！！ 

今年6月、巻頭コラムでも紹介されている「コラボ☆ふくしま」の今年度の公開

プレゼンテーションが行われました。その後、選定事業はどのように行われて

いるのでしょうか？選定された団体のその後を密着レポートしました。今回は2

事業、ご紹介します。 

してほしい。などの希望をのべて

いた。この模型は福島市各地の

イベントなどで飾られる予定だ。 

に心震えるステージだっ

た。 



マザー・テレサ映画祭 

福島市活動団体イベントレポート 

   ～サポわんが行く～ 

夏休みシーズンから食欲の秋の観光シーズンまで、イベント真っ盛りの各活動団体でおこなわれた

イベントの取材をしてきました。楽しいイベントから感動！！教育！！おいしいものまで一挙にご

紹介します。 

（左写真）満

員の会場内 

（下写真） 

大竹代表理

事挨拶 

２０１０ふくしま平和のための戦争展 

未来館フェスティバル ２０１０ 

リレー・フォー・ライフ 

結・ゆい・フェスタ＆ふくしま地球市民フェスティバル２０１０ 

内池醸造・見学会 

大方斐紗子さんの 講演と朗読の会 
（左写真）講演を

聞く来場者 

（下写真）講演を

する大方さん 

（上・左写真） 

   醤油づくり体験 

（上写真）参加団体出店ブース 

（上写真）家族から癌で

亡くなった最愛の方への

メッセージや写真ｅｔｃ 

（右写真）展示物 

を見る見学者 

（左写真）漫画家 

による少年たち 

の記憶画 

（左下写真）原寸 

大の模擬原始爆 

弾模型 

（右下写真）平和を願うタ

ワー 

（下写真）シャロームブース 

                   宗派を問わず、貧しい人々を救うために 

                   生涯をささげ、ノーベル平和賞も受賞した 

マザー・テレサの生誕１００周年を記念した映画祭が８月２１日（土）から、 

福島フォーラムで開かれた。この映画際は、ＮＰＯ法人シャロームの主催 

で、公開初日はマザー・テレサの世界を日本人で初めて映像化した千葉 

茂樹監督のトークショーが行われた。会場内はあふれんばかりの来場者 

の熱気で満ち、大竹静子代表理事の挨拶、マザー・テレサの活動を世界に始めて紹 

介したドキュメンタリー映画「すばらしいことを神様のために」の上映後行われたトーク 

ショーの中で千葉監督は、「映画を通じ、マザー・テレサが、私たちに何を残してくれ 

たか、どんな生き方が大切なのかを考えてほしい。」と語った。 

 
                                    

 

 

 「２０１０ふくしま平和のための戦争展」は、８月２４日 

（火）～２６日（木）まで、コラッセふくしまにおいて開か 

れた。ふくしま平和のための戦争展は、毎年８月に開 

かれているもので、今回は日中友好協会６０周年を 

記念した漫画展「中国からの引き揚げ～少年たち 

の記憶」が特別展示されていた。この他、軍服や戦 

争中の新聞、原寸大の模擬原子爆弾模型など、約 

500点の資料展示やビデオ上映などが行われてい 

た。会場内には、平和への願いを木片に書いたタワ 

ーも飾られ、見学者は熱心に見入り、平和への願い 

を新たに胸に誓った。 
 

                                 9月4日（土）、5日（日）、未来館誕生 

                             10周年を記念して、福島県男女共生セ 

                ンター「女と男の未来館」でフェスティバルが開かれた。多 

                くの市民活動団体が参加していた。もちろん、ふくサポに登 

                録されている活動団体も大活躍！！で、地域住民を含む 

                たくさんの人たちがこのフェスティバルを盛り上げていた。 
                        

（上写真）昔なつかしの紙芝居

と映画のポスター展示 

（左下写真）福島大学岡ちゃん先生指導のもと、ふくしまサ

イエンスぷらっとホームの万華鏡を作っちゃおう！！ 

（右下写真）福島県森の案内人による木の枝クラフト 

（上写真）まごころサービス福島セ

ンターパネル展示 

（上写真）24時間  

       命のリレー 

                              もし、私達の大切な人が、突然、癌という病におかされたら、 

                              人は何を思うだろう？9月4日（土）１３：００～9月5日（日）１２：３０

まで、福島県立医科大学において、「リレー・フォー・ライフ２０１０ｉｎ福島」が行われた。これは福島県立医科大学

陸上競技場内を24時間絶えず、歩き続けるというもので、がん患者支援の24時間のチャリティーイベントだ。24

時間（夜通し）のイベントの意味は、がんは24時間眠らず、がん患者は常に闘い続けていることからきている。会

場内は、イベントステージや絵本の読み聞かせ、がん相談、がん検診ブースなどで賑わい、市民活動団体や医

療スタッフ、医療ボランティア、がん患者やその家族などで構成される約７０の団体が周辺のテントで休憩をとり

ながら、交代で24時間、歩き続けた。夜はルミナリエのキャンドルの灯りが幻想的な空間をつくりだし、参加者は

改めて命の重みや大切さを心と身体で感じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  9月25日（土）、福島市街なか

広場において、「結・ゆい・フェスタ＆ふくしま地球市民フェスティバル２０１０」が開かれた。 １５の展示交流ブース

と世界の屋台村～胃（？）文化料理ブース～、世界のステージで会場内はところ狭しと人、人、人であふれた。

中にはフェイスペインティングができるコーナーもあり、スパイダーマン顔負けのスタイリッシュな顔立ちで、もりあ

がる来場者もいた。このフェスティバルは国際交流や国際協力の活動内容の紹介などを目的としており、パネル

展示やクイズ、民族衣装体験、グッズ販売など様々な手法で異文化を楽しむことができる。参加者は、海を超

え、異国の境地に思いをはせた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   9月25日（土）スローフード福島主催で内池醸造株式会 

                  社の見学会が行われた。昨年のみそ作りのイベントに続き 

第2段となるこのイベントでは、工場内を見学し、醤油についての知識を身につけたとこ 

ろで、醤油作りにチャレンジする。参加者は原料の味見や様々 

な醤油の味をくらべた後、ＰＥＴボトルでの醤油の仕込みにとり 

かかった。子どもと取り組む親子の姿も見られ、保管場所が違う 

ことや材料をいれたＰＥＴボトルの振り具合で味が変わることなど 

を意識し、オリジナルの醤油作りに取り組んだ。この日、作った 

醤油の味や香りが楽しめるには、半年ほどの時間が必要だ。 

                                 

                                10月3日（日）、福 

島テルサにおいて、福島の芸術ホールを創る会主催「大方斐紗子さん 

の 講演と朗読の会」が行われた。大方さんは「のだめカンタービレ」や 

「風のガーデン」などにも出演されている福島市出身の女優で、その 

独特の語り口は、普通に話すだけで、まるで、彼女の演劇の世界を作 

り出しているようだった。講演は、彼女が演劇を志したきっかけや発声 

法など、その半生が語られ、会場を埋め尽くした来場者はその魅力に引き込まれてい 

た。後半は朗読の世界が広がり、1時間半の時間も短く感じる充足した時間だった。 

（下写真）左・ステージ  右・フェイスペインティング 
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