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にゃんこ隊長が行く！ 

福島大学地方創生イノベーションスクール 
 ～福島市のまちづくりに若者の声を!!～ 

 福島大学地方創生イノベーションスクールは、主に福島市の活

性化を目的として市内の高校生が中心となって活動しています。

福島の高校生の多くが都会などに進学し、戻らない現状があり、

もっと福島に人を増やしたい、魅力を増やしたいとの思いがあり

ます。メンバーは、面接や小論文を経て、「今の自分を変えた

い」、「語学を学び外国と交流したい」など、自らの意志を持っ

て行動する生徒たちから選ばれ、構成されています。若いうちか

ら、自ら考え、動くのは大切なことだと感じました。 

 これまでの活動として、福島の観光プラン作り、高校生フェスティバルの開催、台湾との交流など大き

なイベントを成功させてきました。観光プランは中学生の時から考え、実際にコースを巡り作り上げまし

た。高校生フェスティバルでは、多くの参加者を得て、まちなかに賑わいを取り戻しました。また、台湾

の生徒とは深い絆で結ばれ、実際に福島にまで会いに来てくれたとのことです。こういった活動の成果

は、教育カリキュラムに取り入れられるものもあり、大きな影響を与えています。イノベーションスクー

ルは、福島の良い面も悪い面もありのままを自分で見ることができ、やりたいことを実現できる場です。

何事も自分の事として考えるようになったそうです。 

 「SNSもいいですが、どんなに遠くても実際に会って話すことを大切にしています。つぶやきを大事に

し、ポロっと出た言葉が重要なことだったりします。」「福島は程よく都会、程よく田舎というギャップ

がいいんです。」と、メンバーの八巻さん、武藤さんは話して

くれました。 

 色々な地域、人々と関わりあい、考え、語りあう生徒たち

が、福島のために真剣に活動しています。これからの福島を

担っていく頼もしい若者たちを応援したくなりました。 

福島クラスター運営事務局 （七島） 

〒960-1296福島市金谷川1番地（福島大学内） 

TEL/FAX：024-503-3803 

E-mail： info＠fukushimauniv.onmicrosoft.com 

 

【台湾での交流のイベントでダンス披露】 

【企画会議の様子】 

 

≪お問い合わせ先≫ 

mailto:info@fukushimauniv.onmicrosoft.com
http://fukushimauniv.onmicrosoft.com/
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市民活動ステップアップ講座 

講座名 日程 講師 内容 

NPO基本講座 8月下旬～9月 

（予定） 

14:00～16:00 

   

●福島市市民・文化スポーツ部 

   市民協働課 

●天野 淳子氏 南相馬市市民活動 

 サポートセンター事務局長 

●大沢 康泰氏 ふようど2100 

 理事長 

●金澤 次郎氏 いいざかサポー  

 ターズクラブ理事 

●鈴木 隆将氏 キャリアデザイ 

 ナーズ統括マネージャー他   

 2部構成となります。1部では

NPO法人設立の申請の仕方を、2部

では団体を運営する上でのコツや、

センターに寄せられる問合せの多い

内容を講義形式で、また、NPOで活

動する理事長や事務局長から事例を

元に、クロストークから学びます。  

写真を活用した  

広報術 

10月中旬 

（予定） 

14:00～16:00 

                

交渉中 

 決まり次第お知らせいたします。 

  

 一口にSNSと言ってもどんな広報

が適しているかを意識することで伝

わる内容に違いがあります。活動の

広報やイベントの集客、広告の上手

な掲載の仕方などのそれぞれの相性

を学び、効果的な活用の仕方を学び

ます。  

広報の視点 

～ちょっとした視点

で広報が変わる～ 

1月中旬 

（予定） 

14:00～16:00 

●内山 愛美 福島市市民活動サ   

   ポートセンター所長 

●高槻 光子 福島市市民活動サ 

 ポートセンタースタッフ 

 活動の周知やコミュニケーションの

きっかけづくり、信頼関係を構築する手

段などに、広報誌やチラシは効果的に働

きます。そこで、作成する上でのポイン

トを講義と実践で基礎から学びます。 

 令和１年度 ふくサポ講座情報紹介 

助成金講座    

   ~実践編~ 

8月3日（土） 

14:00～16:00 

●内山 愛美 福島市市民活動サポー  

 トセンター他 

  

 助成金の基礎となる部分やコツを

ワーク形式で、また、全国助成プログ

ラムの申請団体に打ち勝つ力を身につ

けるため、実際に申請を作成すること

で、より実践的な手法を学びます。 

NPO会計講座 9月7日(土)  

13:30～16:00 

●大野 覚氏 茨城NPOセンター・   

 コモンズ理事・事務局長 

  

  

 ふくサポに寄せられる問合せの中

でも多い税務、会計。今回は税務実

務の経験豊富な講師から基礎を中心

とした理論と実践の両面から学びま

す。 

コミュニケーショ

ン活用講座 

10月19日(土) 

14:00～16:00  

     

●五井渕 利明氏 (一社)JIMI－Lab 

 代表理事 

 意識を変えると、地域の環境に変

化をもたらしたり、組織マネジメン

トなども変化していきます。変化の

起点となるのはコミュニケーション

かもしれません。その活用術を学び

ます。 

リサーチを活かし

た計画実践講座 

12月初旬 

（予定） 

14:00～16:00 

交渉中         

   決まり次第お知らせいたします。  

 成果を得るために長期ビジョンに

必要なものとは？その視点とは？

NPO先進地域で活躍している理事

長のリサーチを活かした企画や運営

方法を学びます。 

定員 各30名程度 

定員 各30名程度 

＊市民活動ステップアップ講座・NPOマネジメント講座共に会場は福島市市民活動サポートセンターになります。 

 また、各講座の詳細については、今後、個別チラシでご案内いたします。 

NPOマネジメント講座 
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オープンセミナー（講演会） 定員 50名程度 

定員 各20名程度、参加費500円 

見て、聞いて

知る、福島の

企業っておも

しろい！ 

9月  

（予定） 

10:00～11:30 

福島テレビ 福島テレビ  現場で説明を受け、その企業の福島での

役割を考える中で、企業の魅力を発見しま

す。楽しみながら見学できます。 

高齢者向け 

簡単健康体操 

10月下旬 

（予定） 

10:00～11:30   

福島市市民活動

サポートセン

ター 

（交渉中） 

決まり次第お知ら

せいたします。 

 高齢化が進む現在、日常の作業や動作の

中で健康寿命の増進や介護予防をめざし、

効果的な運動や体操を学び、体力作りを楽

しく行います。 

オリンピック記

念企画 

～お互いの国

を理解しよ

う！楽しいお

もてなし術～ 

11月 

（予定） 

14:00～16:00 

福島市市民活動

サポートセン

ター 

FICs 

モンゴル 

ベトナム 

インドなどの方 
にご協力いただ 
きます 

 オリンピックを来年に控え、福島にも

様々な国から沢山の方がいらっしゃいま

す。そこで、外国の基本の挨拶や習慣、料

理などを教えていただくことで、それぞれ

の国への理解を深めます。 

まちづくりトークカフェ 

子どもホリ

デープロジェ

クト 

①・② 

●福島卸売市場  

（予定） 
   8月 

●イービーエム 

 ㈱（予定） 
 12月 

福島卸売市場 

イービーエム㈱ 

（予定） 

●福島市卸売市

場：市場見学 

●イービーエム

㈱：外科手術の

機械の疑似体験 

   

 地域で活躍する市民活動団体や地元企業

にご協力いただき、子どもたちの持つ豊か

な感性を育み、また、子どもたち自身が地

域を知ることで、故郷（福島）の財産を発

見できる、見て、聞いて、体験する楽しい

講座です。夏休みの自由研究にも役立てら

れるかも…定員は各回20名程度です。（参

加者は10歳～13歳を想定） 

リーダー育成

研修 

第１回：９月 

第２回：10月 

開催予定 

福島市市民活動

サポートセン

ター 

内山 愛美    

ふくしまNPO

ネットワーク 

センター理事他  

 

   各団体のリーダークラスの中堅職員に主

体性やリーダーシップを身に付けてもらう

ための研修。課題解決に動くと同時に、新

人や後輩の育成にも積極的に関わっていけ

る一段高いレベルを目指し、2部構成で実施

します。定員は10名程度です。 

講演会 

「見て見ぬふ

りの悪」(仮） 

12月14日(土) 

14:00～16:00 

 

 

福島市市民活動

サポートセン

ター 

深澤 秀樹    

ふくしまNPO

ネットワーク 

センター常務理

事  

 近い将来復興支援がなくなるのが見えて

きた今、これまで何が行われ、何が行われ

てこなかったか？企業とNPOの両方の視点

を持ち、経験してきた講師が福島の未来に

警鐘を鳴らす講演会です。定員は50名程で

す。 

総会資料等の

報告書作成の

ための講座 

2月 

（予定） 

14:00～16:00 

福島市市民活動

サポートセン

ター 

福島市市民・文

化スポーツ部   

市民協働課他 

 総会に向けた準備として、事業・決算な

どの報告書の基本的なところを、行政に提

出する資料を中心に所轄の担当者から、作

成のポイントや注意点を事例を用いながら

学びます。（定員 30名程度） 

実践講座 

講座名 日程 場所 協力団体・講師 内容 

元気づくり！

～失敗からポ

ジティブ思考

を学ぶ～ 

10月 

（予定） 

 （交渉中） 

決まり次第お知ら

せいたします。 

 

 地元福島市にある企業の経営者が失敗や

危機を乗り越え、事業を成功に導いたその

時々の心情からヒントとなるポジティブ思

考を学ぶ。  

福島市市民活動

サポートセン

ター 
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編集後記 

・  梅雨の潤いと熱暑の陽光が実り の幸を届けてくれるのは解っているのですが… （ふかちゃん）  

・  海・空・夏の風景、風鈴・花火 夏の音、夏の香りに夏のグルメ、ワクワクしますね。(マータン）  

・  半袖のシャツの軽やかさが、なんともうれしい季節になりました。 (みー)  

・  取材を通じて、人の話を聞き、文章にするのは難しいですが勉強になりました。（Ｋ） 

まちの駅 ＳＡＯＲＩ  

まちの駅みーつけた！！  ～Ｐａｒｔ⑰～ 

 「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。  

住所：福島市南沢又字前田5-27 

TEL：024-559-3465   

営業時間：11：00～16：00  (不定休) 

≪お問い合わせ先≫ ～まちの駅 ＳＡＯＲＩ～ 

【展示会でのART SAORI PLUSの外観】 

【制作途中です！】 

 まちの駅SAORIは、障がい者の就労継続支援施設であるアートさをりが

運営しています。アートさをりの「さをり」とは、「さをり織り」という機

織りのことで、色も柄も、自由に好きなように織ることができます。「クリ

エイター」と呼ばれる障がい者の方が、自分の感性を生かし、一生懸命作品

づくりを行っています。 

私が伺った時は、恒例の展示会が開催されていました。色とりどりの「さをり織り」が飾ら

れ、店先にも翻っていて、とても華やかでした。利用者やスタッフの皆さんも来場者を明るく迎えてくれ

ます。施設の隣には、「ART SAORI PLUS」というおしゃれで素敵なお店が建っています。ポーチ、小物

入れなどの商品が人気で、さらに洋服などさまざまな商品があり、見ているだけで楽しい気分になりまし

た。一点一点色使いや模様も違っていて、どなたでも自分の好みに合った商品を見つけられるでしょう。

展示会の時以外でも、作品の展示・販売をしています。また、好きな色の糸を選んでさをり織りの体験も

できます。私も挑戦してみましたが、慣れると簡単に織ることができて楽しく、「もっと織ってみたい」

という気持ちになりました。 

まちの駅の役割としては、休憩ができ、障がい者用のトイレがあり、チ

ラシなどで情報を手に入れることもできます。所長の齋藤さんによりま

すと、「さをり織りも気軽に体験できます。見るだけでもいいので気軽

に立ち寄ってください。」との

ことでした。温かく、やさしい

雰囲気のまちの駅SAORIにぜひ

癒されに行ってみてはいかがで

しょうか。 

 

 

【色とりどりのラインナップ】 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1529653532/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9wdWJsaWNkb21haW5xLm5ldC9pbWFnZXMvMjAxNzA0LzEzcy9wdWJsaWNkb21haW5xLTAwMDc5OTdobnQuanBn/RS=%5EADBREjsLsWxyuiFAs.Xl52goVxq4pg-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5k
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 5月25日、福島市本町のウィズもとまち1階にまちなかのにぎわいや

市民活動の活性化を促進する施設「まちなか交流スペース」がオープン

しました。この施設には、市民の休憩・交流スペースや展示スペースが

あり、買い物中の休憩所として、待ち合わせや仕事の打ち合わせ、団体

活動の発表の場と様々な用途で利用することができます。また、授乳

コーナーやプレールームもありますので、子育て中のお母さんも安心し

て食事や休憩ができます。情報発信コーナーにはまちなかのイベントや

店舗の情報も満載です。 

 先日開催された東北絆まつりでは、スクリーンで祭りの様子を映しだ

し、会場さながら盛り上がりをみせました。その館内にはつるし雛の展

示があり、にぎわいを後押ししているようにも見えました。また、これ

と並行しオープニングイベントでは、市

内の中学生が企画した「福島らしさ」に

ついてのワークショップも行われ、彼ら

は「にぎわいの創出に取り組みたい！」

と意気込みを語っていました。このよう

に、この施設は多目的に利用することができます。 

 市民のみなさんがどのように利用するかはアイディア次第です。「まち

なか交流スペース」をより魅力のある施設へと導くみなさんの声を届けて

みませんか！ 

 現在、市民の方による運営協議会にて施設の在り方を検討中です。試験的に貸し切り使用も行っていま

すので、詳しくはお問い合わせください。 

                      問い合わせ：「まちなか交流スペース」☎024－524－3717 

 「まちなか交流スペース」オープン！ 
 

【ウィズもとまち１階にある 
施設の外観】 

 

 

【館内のつるし雛の様子】 

【ワークショップ様子】 

   

 もう6月末、最近は一年があっという間だ。先日テレビで、歳をとるにつれ時間が速く過ぎると感じるの

は「ときめき」が少なくなるからだと解説していた。その分岐点はおよそ19歳らしい。高齢に片足を入れ

ている私が「速い」と感じるのは当然のことかと、思わずため息をつく。 

「ときめき」というのは、未知に対する期待や喜びなどで胸が高鳴ること。異性に対して魅力を感じる

胸キュンもそうだ。「ドーパミンやセロトニンの分泌が・・・」なんてことは、ここでは言うまい。しか

し、「いつの間にか冒険をしなくなった。」「新しいことにチャレンジするのが億劫になった。」と思う

のは私だけではあるまい。 

実は「ときめき」にはとても大事なことが含まれている。それは「気づき」だ。それまで見落としてい

たことや問題点に気づくこと、様々な思い込みや制限を手放すキッカケにもなる。「小さな気づきが大発

見につながる」「日々の気づきが自身に成長をもたらす」だから「子供たちに気づ

きを促す」。「気づき」は、誰かに教えられることなく、自分の内面から生じる感

覚的な「発見」。そして、チャレンジや冒険の中で「あっ！そうか！」と気づいた

ときのあの「脳がひらめく感覚」は、頭の中が解放感・納得感・充実感に満ち、ま

さに「ときめき」となる。 

だから、時の速さに戸惑う自分に対する不甲斐なさを嘆くばかりでなく、い

つまでも「ときめき」を失わない素敵な大人でいたいものだと、つくづく思

うこの頃だ。 

「ときめき」 

 

 

☆ふかちゃんのつぶやき☆ 

※現在は終了しています 


