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＜お問合せ＞ TEL  024－545－7777  ／FAX  024－545－7888 

信夫山研究会 

信夫山研究会 

今回はまちづくり特集です。                 

話題の団体を３か所ご紹介します。 
 

代表の浦部さん 

にゃんこ隊長が行く！ 

「信夫山研究会」は、福島市のシンボル的な山である信夫山

を愛して止まない皆さんが集う団体です。毎月第３火曜日は

定例会を開催し、信夫山に関する勉強会を行っています。勉

強会は講師の方を招いて開催することもあります。また、月

１回信夫山探索を行ったり、たくさんのガイドマップや小冊

子、パンフレットの発行も行っています。 

 信夫山の魅力は、その景観や自然に加えて、さまざまな史

跡や物語があり、それらの史跡が、すべて現存するということです。その一例が信夫山４８石ですが、伝説

の奇岩・怪石があり、いずれも探索路にあるので、容易にみることができます。地図や小冊子に４８石にま

つわるおもしろ話なども掲載していますので、ご覧になってみてはいかがでしょうか。 

また、最近では、頂上の羽黒神社に奉納されている日本一の大わらじに注目し、「わらじい」

というゆるキャラも登場！途端に、人気者になり、信夫山関

連イベントや、市内観光イベントに引っ張りだこになってい

ます。テレビや新聞にも登場し、ますます人気上昇の気配

が・・・。また「わらじい」と共に人気を博しているのは

「ねこ稲荷」です。信夫山に古くからある西坂稲荷（ねこ稲

荷）を復興し、ねこの幸せを願う祈願祭を実施したところ評

判となり、自慢の猫や、思い出の猫の写真を持って全国から

猫ファンが集まるまでになりました。猫好きには見逃せない

スポットです。今年は４月２４日（日）に開催され、

たくさんの猫ファンが集まり、賑わいました。 

代表の浦部さんは信夫山の魅力についてこのように話しています。 

「信夫山の魅力に引きつけられ、４４年間研究し続けています。豊かな自然

環境と生態系を持ち、四季折々の景色を楽しむことができます。また、地質

学、歴史的背景など、言い尽くせないほどの魅力がたくさんある山です。是

非、全国のみなさんに来ていただき、その素晴らしさを味わっていただきた

いです。」 

 ４月１９日に福島市の中心市街地が一望できる展望スペースを備え、信

夫山のあらゆる情報を集めた「信夫山ガイドセンター」がオープンしまし

た。信夫山の魅力を堪能することができますので一度足を運んでみてはい

かがでしょか。 

 

 

ガイドセンターにある「ねこ稲荷」分祀 

南側から見た信夫山 

わしが、わらじいじゃ！ 
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  第2
回 ＮＮＰＯ法人  福島踊屋台伝承会 

ＮＰＯ法人 ドリームサポート福島 

中心市街地を練り歩く踊屋台 

 農業体験後、熱心には話を聞く大学生 

＜お問合せ＞  TEL：024-521-2552 FAX：024-521-2551 

＜お問合せ＞ TEL  024－522－0011  ／FAX  024－529－5567 NPO法人ドリームサポート福島 

NPO法人福島踊屋台伝承会 

 この踊屋台は、二階建ての大型の屋台で、一階が太鼓を演奏する

お囃子舞台、二階が踊舞台の屋台になっています。福島踊屋台伝承

会は、街中で唯一現存する踊屋台の修繕・保全・活用を目的とし、

伝統文化の継承、中心市街地活性化を図るべく立ち上がりました。

さらに、祭りの意味や魅力を伝える「まちの学校」と名付けた講演

会も開催しています。イベントへの参加も盛んで、６月４日には、

福島市と周辺市町の各町会に伝わる山車が福島市街地に一堂に集

う、山車フェスタにも参加するとのことですので、勇壮に練り歩く

様を一度ご覧になってみてはいかがでしょうか。 

 事務局の上田さんはこのように話しています。「福島復興のシンボルとして観光ＰＲやイベントなどに役

立てていきたい。そして、踊屋台を担う子ども達が、街中で元気に心を一つに踊り、巡行することで、市民

や避難されている方々の元気につなげていきたい。また、その子どもたちが大

人になった時に福島の良さを思い出して誇りに思ってくれたら幸いです。」

 昨年９月には踊屋台伝承館（保管庫）が完成し、大きな窓からはいつでも踊

屋台の見学ができます。夜にはライトアップもしますので、お近くへお越しの

際は是非！ 必見です。 

 

伝承館内の踊屋台 

 

＊踊屋台伝承会では、会員を募集しております。 

個人会員 年会費 一口 ２，０００円 

団体会員 年会費 一口 ５，０００円 

詳細はＮＰＯ法人福島踊屋台伝承会 事務局  

 

 ドリームサポート福島は、その名のとおり「誰かの夢」をサポート

し、それを叶え、その積み重ねで楽しい社会をつくることを目指してい

ます。メンバーは商工会議所青年部に加え、農業関係者など、様々な分

野のスペシャリストが集まっています。言わば本業や得意分野をいかし

て活動する、「職業ボランティア集団」です。 

 事業は①キャリア支援事業（大学生

や求職者の就職活動支援に加え、高齢

者のセカンドキャリアの支援）、②農

商工連携・６次産業化支援事業（産業

の自立、持続可能な支援）、③商店街

活性化支援事業（商店街清掃活動、婚

活イベント）の大きく３つの柱からな

ります。それぞれのイベントや事業

で、その分野のスペシャリストがメンバーとなり、活動しているので、独

自で企画、実行できるのが一番の強みです。今年は設立当初から行ってい

る農産物の風評対策に特に力を入れ、イベントなどを行っていくとのこと

です。 

 副理事長の福地さんは「とにかく福島を元気にしたい！困っている人の

お手伝いをしたい。名前の由来のとおり、みなさんの夢を応援していきた

い。」と力強くおっしゃっていました。 

 

 

大学生への就職支援の様子 
駅前広場でのイベントの様子 

街中広場でくまもんとももりん
がコラボ 
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 福島市市民活動サポートセンター（ふくサポ）は、福島市の協働のまちづくりを支える

拠点施設として、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、一貫して、中間支

援組織である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ふくサポ

の管理・運営に携わる機会をいただいてきました。 

 ふくしまＮＰＯネットワークセンターは、２０１５(平成２７)年８月に設立15周年を迎え

ました。役員もいささか世代交代し、私が理事長に就任することになりました。しかし、

ふくサポの管理・運営がネットワークセンターのミッションの中心にあることには、なん

ら変わりがありません。 

 指定管理者制度へと移行して３年目。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。どうぞみなさんの声を届けてください。今後ともふくサポをよろしくお願いします。 

この４月から福島市市民活動サポートセンターの所管課が市民活動支援課から市民協働課

に変わりました。市民の皆さまとの「協働」の担当窓口として、このたびの組織機構改正に

おいて新たに設置されました。町内会や自治振興協議会などの地縁団体の皆さまや、市民活

動団体、ボランティア団体、ＮＰＯ（法人）など民間団体の皆さまのご協力を賜りながら、

情報共有と交流・連携を図り、協働を深化させ市民満足度の高いまちづくりを進めてまいり

ます。また、協働の新たな担い手の育成や市民活動を推進するための施策にも取り組んでま

いりたいと考えています。 

さて、皆さま方には多種多様な市民活動、まちづくり活動、ボランティア活動などを通じ

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。この福島市市

民活動サポートセンターは、市民活動などを行う皆さま方の交流・活動拠点として、また、

市民協働を推進するための中核施設として、平成２３年度から現在の場所に設置しておりま

す。平成２６年度からは「ふくしまＮＰＯネットワークセンター」を指定管理者として、専

門的な知見を生かした相談業務や自主講座を開催するなど、年々機能を拡充しながら管理運

営しております。また、利用者から要望の多かった印刷機の更新や飲料水の自動販売機の設

置などの環境整備を行ったこともあり、平成２７年度の利用者数は２１,８８０名と平成  

２６年度との比較で３,８１２名、約２１％の利用増となりました。 

今後におきましても、皆さま方の交流・活動拠点として、より活用しやすい施設となりま

すよう機能拡充に努めるとともに、助成金情報など市民活動に有用な情報の収集・発信に努

め、皆さま方の活動がさらに活性化するよう創意工夫してまいりますのでよろしくお願いい

たします。 

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３年目の春に～ 

齋藤 誠一 

牧田 実 
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成果発表のプレゼンの様子 

  

「インターンシップ奨励プログラム」は、住友商事株式会社が、東日本大震災被災地で活動してい

るＮＰＯを活動現場とする、長期にわたるユースのインターンシップ活動を応援するものです。 

被災地の再生に取り組むＮＰＯの活動へ参加してみませんか？ 

■インターン期間・・・７月1日～２０１７年３月３１日の９か月間で２００時間～３００時間 

■対象者・・・１０代後半～２０代の若い世代  

■インターンへの支援・・・活動１時間あたり８００円の奨励金 

          研修活動のための旅費等補助、往復交通費実費支給(片道上限１,０００円) 

■応募締切・・・２０１６年５月１６日（月） 

■お問合せ先・・・認定特定非営利活動法人ふくしまNPOネットワークセンター    

                       ＴＥＬ ０２４－５７２－７９３０ 

4/10 平成２７年度福島市市民活動活性化支援事業 実績報告会 

住友商事 東日本再生ユースチャレンジ・プログラム 
  ーインターンシップ奨励プログラム ２０１６ー 

 4月10日(日)福島市市民会館で「平成27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５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４団体、地域別まちづくり部門６団体の１９団体が

成果報告に臨みました。各団体は限られた時間の中で、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、満席

の会場内は熱気に包まれ

ました。 

 成果報告終了後には、「市民活動と協働のまちづくり」

をテーマとした基調講演が、福島大学人間発達文化学類教

授の牧田実氏によって行われました。 

 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。 

 

成果発表に熱心に耳を傾ける参加者 

編集後記 

参加者募集！ 

ふくサポではホームページでも団体の
みなさんの活動を紹介しています！ 

是非、ご覧ください。 

 

 ・別れがきて、出会いの春。楽しいことを探しに旅へ？（マータン） 

  ・新しい世界に飛び込んだ４月。新しい福島を発見できる期待が…（フカちゃん） 

  ・５月から新しい部署へ異動します。６年間お世話になりました。（さくら） 

  ・桜の季節が終わり、つつじから紫陽花へ 季節を堪能しています！（みー） 
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ふくサポ通信 
イベント情報 

  201６. 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。 

  2016 朗読のつどい 

福島市で活動している朗読グループが詩や物語

などを読みます。作品から伝わるメッセージが

心にひびきますように・・・ 

近年、ＳＮＳやラインなど人とつながる手段が容易に
なっています。情報化社会で子どもがどのように生き
ていくのか、親子で学んでインターネットを上手に利
用しましょう。 

 5/15 
日 

■会場／福島市文化センター 視聴覚室 

■時間／13:30～16:00 ■料金／無料 

■主催／ふくしま朗読グループ連絡会 

■問合せ／TEL 024-557-9295（斎藤）  

５月２１日は「食」をテーマに子どもの食事の目安
量やお手軽クッキングを！ ６月１１日は「衣」を
テーマに子どもが一人で整理できるための工夫や子
ども服のちょっと直し縫いを学びます。 

■会場／佐平ビル９F  
■開催日／5/21, 6/4, 6/11, 6/18, 6/25 
■時間／10:00～16:15 ■料金／5000円（学生2000円） 
■主催／チャイルドラインふくしま 
■問合せ／TEL 024-563-4191（久間）  

チャイルドラインふくしま 

子だも達の想いを受け止める「受け手ボランティア」

を養成し、繋がりにくい電話が少しでも減り、子ども

の心の居場所となることを目指し開催します。 

パソコン教室まなびや            

■場所／パコン教室まなびや 
■時間／13:30～15:00  

■料金／無料 
■対象者／小・中学生とご両親 
■問合せ／TEL 090-6379-0798 (小野) 

第８期受け手養成講座 

イベント情報！ 

「楽しい子育てのワークショップ」 

  5/21 
～6/25 

5/15日
6/12日 

  5/21土
6/11土 

子どもの今と向き合って 

■会場／福島友の家 （花園町2-20） 
■時間／10:00～12:00  
■料金／400円 5/21のみ材料費で＋200円 
■主催／福島友の会 
■問合せ／TEL 024-593-1655（高橋）  

パソコン・タブレット講座 

親子で学ぼう！！ 

  第15回 初夏の風展 
平和を織ろう2016 

洋服から小物まで、さをり織りで製作した様々な物を  

３０００～４０００点程取り揃えております。体験織

りもできますので、是非ご来場ください。 

■会場／アートさをり 

■時間／10:00～17:00 ■料金／無料 

■主催／アートさをり 

■問合せ／TEL 024-559-3465（加藤）  

  5/26 
～5/30 

5/22 
日 

ウォークラリー 
福島大会 2016 

福島駅東口広場をスタート、ゴールとし、グ
ループで地図を持ちながら、街中をあるきま
す。今年は３コースを予定。途中の課題を力を
合わせて解いていきます。 

■開催場所／福島駅東口広場（スタート、ゴール） 

■時間／10:00～13:00 ■料金／300円（小学生以上） 

■主催／福島市レクリエーション協会 

■問合せ／TEL 090-6225-7075（斎藤）  
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6/4 
日 
 

さわやかな若葉の季節、朗読の散歩道をお楽し
みください。新美 南吉著 童話３編、よもぎ苦
いかしょっぱいか 重松 清著、蜘蛛の糸 芥川
龍之介著、他 

絵本の 
編んでるシアター 

ダンボールでお城をつくり、東軍・西軍で戦います。 

■会場／福島市市民活動サポートセンター 多目的ホール  

■時間／10:00～11:00 ■料金／無料 

■主催／編んでるシアター館「童話の国」 

■問合せ／TEL 024-563-5895（小林）  

  

5/29 
日 
 

  

  

5/29 
日 

朗読の散歩道 

■会場／ＡＯＺ多目的ホール 

■時間／13:30～14:45 ■料金／無料 

■主催／朗読サークルぶんぶん 

■問合せ／TEL 024-558-1862（佐藤）  

5/28土
5/29日 

劇団青年座公演 

ブンナよ、木からおりてこい 

トノサマ蛙の子、ブンナが椎の木の上で目の当りに
した弱肉強食の厳しい世界。ブンナの成長と生命の
賛歌を描く傑作にして名作！主演を福島出身の逢笠 
恵祐さんがつとめます。 
■会場／福島市公会堂 
■開演／28日ー18:30      29日ー13:30 ,     

■料金／有料（入会金1000円）月額会費一般2400円 

     大学生1500円、高校生以下500円 
■主催／福島演劇鑑賞会 
■問合せ／TEL 024-523-3836 

6/4 
土 

毛糸の編みぐるみを登場させる絵本の読み聞か

せ。「手 遊び」「遊びう た」を編 みぐ るみ を

使って楽しみます。 

  5/29 
日 

第32回げきじょうまつり 

  6/5 

日 

■会場／福島県青少年会館 大研修室 

■時間／10:00～14:00 ■料金／300円 

■主催／福島南子ども劇場 

■問合せ／TEL 024-546-6616（田辺）  

世界一の口笛ショー 

口笛世界大会日本人初の２連覇を達成した高木 満理

子とシンセサイザーの細川 佳那枝の美しく愉快なパ

フォーマンス！ 

■会場／福島県文化センター 小ホール 
■時間／10:30～11:30   

■料金／有料（入会金200円）月額会費1000円 

■主催／福島中央・南・西子ども劇場 
■問合せ／TEL 024-546-6616 (田辺） 
 

熊本地震で被災された皆さまに心より

お見舞い申しあげます。 

被災された方の為に義援金をお願いし

ております。 

義援金のお願い 

 東日本大震災の際、熊本から多くの支援をいただいた私たち福島県民にとって、九州地方で被災された

方々を思うと「何か力になりたい」という気持ちの方も多いと思います。ボランティア活動や支援物資な

ど様々な支援がありますが、本県から支援物資を届けることが非常に困難な状況です。そのため義援金と

いう形の支援もありますので、下記のページをご確認ください。 

風雲段ぼうる城！！        
～決戦は日曜日～ 

（レッド・ベコーズ） 

中央共同募金会  http://www.akaihane.or.jp/                     

福島県共同募金会  http://www.akaihane-fukushima.or.jp/ 

熊本県共同募金会  http://www.akaihane-kumamoto.jp/ 


