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～福島から伝えたい、世代を問わず遊べる砂場の楽しさと大切さ～ 

にゃんこ隊長が行く！ 

≪お問い合わせ先≫ 

住所：〒960-8164 福島市八木田字神明94 

メールアドレス：info@fukushima-sand-story.com  

URL：https://www.fukushima-sand-story.com/ 

NPO法人 福島SAND-STORY 

35度を超える猛暑の中、外の暑さにも負けないほど元気に遊ぶ子

どもたちの声が「こむこむ」のホールに響きます。ホールでは空気

で膨らませた四角形の遊具が設置され、子どもたちだけでなく、保

護者も一緒になって遊ぶ姿が見られました。みんなを夢中にさせて

いるのは、遊具内に敷き詰められたひんやり冷たくサラサラとしたオーストラリア産の「ホワイトサン

ド」。珍しい砂の感触を楽しむように掴んだり握ったり、集めたり掘ったりと子どもも大人も砂遊びに真

剣に取り組んでいました。 

 イベントを主催するのは、NPO法人福島SAND‐STORY。ホールの

外にも棚倉町の良質な砂を使った巨大砂場を設置して、砂のアート

の制作実演も。尖塔や階段、窓など緻密な装飾を施したお城が砂山

から出来上がっていく様子に、通りかかった一般の方たちも思わず

足を止め見入るほど。イベントで使った砂は、保育施設や学校に寄

贈されますが、そこでも道具の使い方やサンドアート制作の楽しさ

を子どもたちや先生方に伝え、砂遊びがもたらすたくさんの学びや

喜びを広めています。 

 団体は、2011年の東日本大震災後、原子力災害により自由な屋外

活動から遮断されてしまった子どもたちのために“何とか砂遊びを取り戻したい”という思いからスタート

しました。また、単なる取り戻しではなく“創生であること“を活動の柱に、「失いかけたからこそ、その

大切さをこの福島から伝えたい！」との思いから、団体名「福島SAND

‐STORY」が名付けられました。 

代表の笠間浩幸さんは、「砂遊びは子どもたちの感覚や創造性を刺激

するだけでなく、社会性や自己肯定感など心身の健康を引き出す大きな

力をもっています」と砂遊びの持つ魅力をたくさん語ってくれました。 

 

 

【イベントでの砂遊びの様子①】 

 

【イベントでの砂遊びの様子②】 

【砂のお城、完成までは時間がかかりそう…】 
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『みんなの休眠預金をどうするのか』7月26日(木)東京都内でフォーラムが開催されました。 

 休眠預金の活用とは「10年以上も入出金が確認できない預金を、預金者に払い戻す努力をした上で、社

会の為に役立てよう」という話です。もともと市民のお金だから「民間公益活動に使おう」ということ

で、「社会の課題を解決するための民間資金の活用の呼び水にもなる」とも考えられているのです。その

金額は、年間数百億円にもなると言われています。そして一昨年に国会で法案が成立、今年から施行さ

れ、今まさに具体的な運用方法が審議会などで議論されているのです。 

 制度では、民間の団体が行う公益に資する活動として、ほとんどのNPO活動が含まれると考えられま

す。もちろん企業も含まれます。ですから、休眠預金をより良く活用するにあたっての具体的な問題は何

なのか、今みんなで考える必要があるのです。 

 それはリスクも含めてです。たとえば、どういう機関（団体）が、どういった団体のどんな活動に、ど

のような審査をして、どれくらいの金額を支給し、どのように成果の確認をするのかという厄介な問題で

す。これにより、団体の純粋な活動が、お金を獲得するために結果を明確に示せる活動に制限されないか

という不安があります。さらに、一気に大量の資金が流れた影響で、数値結果が出やすい利用者（例え

ば、回復が見込まれる社会復帰がしやすい障がい者など）のみを支援する新しい団体が現れ、場合によっ

てはこれまで弱い立場の方々を長く支えてきた日本各地のNPOに、（特に成果が計りづらい利用者を抱え

るNPOに）休眠預金とは無関係であっても、結果的に致命的な悪影響を及ぼすことになるのではないかと

いう不安も… 

 今、着々と議論が進み、様々な決定がなされようとしています。待ち望んでいる団体も、そうでない団

体も、自分事として注視したいものです。 

「子どもサマープロジェクト」開催しました 
 福島の将来を担う子どもたちへ『住んでるまちが教室に！』をテーマに、福島市や企業、市民活動団

体の皆さんとの協働により「教室」を開催しました。小学校4年生から6年生を対象とし、夏休みだから

こそできる学校では学べない『学び』を体験をしていただきました。 

7月26日(木) 福島銀行 

  【ぎんこう教室】

「金庫の防犯システムがわかった」

「お金の歴史、お金の仕組みや流れが

詳しくわかった」「普段は入れない場

所に入ることができた」など、貴重な

体験ができたようでした。 

8月3日(金) 福島キヤノン 

 【ものづくり教室】 

「ロボットの動きが見れて良かった」

「写真を拡大すると黄色や赤の点がたく

さんあり、こういう風になっているとわ

かり、すごいと思った」「注射器とハン

ダがあたった偶然で熱でインクを飛ばす

技術ができたと聞いて、驚いた」など、

技術の凄さに興味津々でした。 

8月12日(日) 劇団カスカ・ダール 

   【えんげき教室】 

「劇団の皆さんが優しく声をかけてく

れて緊張せずに参加できた」「キャラ

クターづくりから劇の発表まで一通り

経験できて良かった」など、貴重な体

験ができたようでした。 

休眠預金についてみなさんはどのくらい知っていますか？ 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1534578333/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pbGx1c3QtaW10LmpwL2FyY2hpdmVzLzAwOTI2MS8-/RS=%5EADBgtpiOckExbZVLRv_WPjCjdwPUAs-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTQ2Jmw9cmkEaWR4AzAEb2lkA0FOZDlHY1RlUHN5MlNsUXBsZ09CSmJVZVBhT
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☆ふかちゃんのつぶやき☆ 

「マグロのススメ」 

 私は知人に、その行動から何度も「泳ぎ続けていないと死んでしまうマグロ」に例えられた。暇を見つけては

何かと予定を入れてスケジュールを満杯にするからだ。実は私は、「これがこれまでの私の人生を豊かにしてく

れた大きな要因の一つだ」と思っている。 

 人間は億劫な動物、私だって当然メンドクサイものはメンドクサイ。何もせずボーっとしているのも悪くない

と、ホントは何処かで思っている。また、人間は元来「変化を嫌う」ものらしい。だから毎日同じ時間に同じ道

を通い、同じ人に会い、同じような仕事をして帰るのが楽と感じる。安定が安心であり好きなのだ。しかし、

チョッとした変化やチョッとした勇気で、誰でもワクワクしたり幸せを感じたりした経験があるだろう。私は、

このチョッとした中に自身の活気や成長の源が潜んでいると信じているのである。「人は感性を豊かにするため

に生きる」とどこかで聞いた。人が最も大切にしなければならないそれぞれの「感性」、それは人から教わるこ

とは出来ず自らの経験によってのみ育まれる。だから、踏み出せる一歩は、億劫がらずに、勇気をもって出来る

だけ踏み出したいと思うのだ。 

 私は今、NPOにお世話になっている。会社を退職する時、「私がまだ役に立つなら、もうしばらく福島に居た

い」と同時に「会社生活はもう十分、違った世界で違った人たちと出会い、違った心を通わし合いたい」と思っ

たようだ。利他の心「人は人から感謝されるとき幸せを感じる」ではないが、私がこの世界に入ってきたのは、

きっとマグロがもっと「幸せ」を感じたかったからに違いない。 

ふくしま市民活動フェスティバル2018 
『市民活動と社会をつなぐ架け橋』 

◆日時 10月21日(日) 10:00～16:00 

◆会場 A・O・Z  MAXふくしま4階 

◆主催 ふくしま市民活動フェスティバル2018実行委員会 ◆共催 福島市 

◆お問合せ TEL 024-526-4533 

 今年も開催！ふくしま市民活動フェスティバル！ 

 福島で活動するNPOや市民活動団体が一堂に介する、年に１度のお祭りです。 

 今年のテーマは、『市民活動と社会をつなぐ架け橋』です。市民活動について多くの市民の方々に知って

いただき、活動への関心を深めていただくこと、団体同士が連携し、行政や企業・大学、地縁団体と協働し、

これからの地域社会の課題をともに考えること、そんな機会となるようなフェスティバルとしたいと考えてい

ます。 

＊詳細お問合せはふくしま市民活動フェスティバル2018実行委員会まで！ 

実施内容 

・活動パネル展示 ・活動グッズ商品販売       

・相談会 ・講座 ・テーマ型座談会        

・スライド映写会 ・演劇 ・合唱 ・映画上映   

・助成金贈呈式 ・活動報告 ・ブース見学ツアー 

 など  
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編集後記 
・ 真っ青にスジ雲、秋だ～！貴方は、食？花？月？虫？風？山？泉？本？涙？ （ふかちゃん）  

・ 故郷の変わりゆく風景を目にし、過去となった大切な宝物に気付くこの頃です。（マータン）  

・ ようやく 猛暑も落ち着き、待ちに待った秋の味覚のシーズンが！！(みー)  

・ 遠花火 振り向き過去の 音響く（タカ） 

・ 暑い夏も終わりに近づき、ようやく涼しくなってきてほっとしました。（Ｋ）  

お茶の駅 松北園  

まちの駅みーつけた！！  ～Ｐａｒｔ⑬～ 

 「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：福島市北町1-9 

TEL：024-522-3635  FAX：024-522-2504 

営業時間 平日9:00~18:30 土曜10:00~18:00 日曜10:00~17:00 

（定休日：不定休） 

≪お問い合わせ先≫ ～お茶の駅 松北園～ 

【所狭しと陳列されたお茶にまつわる品々】  

 松北園茶舗は、福島市北町の伝統あるお茶屋さんです。行商を経て

今の場所で88年もの間営業しているそうです。店内は明るく、お茶

に関するさまざまな商品がずらりと並べられています。茶葉の他に急

須や茶碗、お茶菓子にお茶漬けと、種類も豊富で見ているだけでも楽

しいですね。まさにお茶の専門店という感じです。 

 茶葉の中で人気なのは、「さらり玉露」です。今回の取材で飲ませ

ていただきましたが、甘みと深みが感じられ、普段飲んでいるお茶と

は違う味わいの大変美味しいお茶でした。他にも「初摘の司」など様々な種類の茶葉があるので、迷ったら

お店の方に聞いてみるのもいいですね。 

 また、店内には喫茶コーナーがあり、甘味を味わうことができます。夏の間は抹茶やほうじ茶のかき氷を

提供しています。ソフトクリームも人気で、暑い日には冷たいスイーツが最高ですね。 

 美味しくお茶を淹れるコツをうかがったところ、番茶、玄米茶以外は一旦湯冷ましをすると良いそうで

す。まず茶碗にお湯を入れて少し冷まし、それを茶葉の入った急須に入れ、40秒から1分くらい待ち、均等

に茶碗に注ぎます。お茶を淹れる際のちょっとした手間が大事なんですね。みなさんもぜひやってみてくだ

さい。 

 代表取締役の草野さんの「のどの渇きを潤すだけならペットボトルのお茶

でいいですが、団らんのひとときの喜びに本来の日本茶を味わっていただき

たい」という言葉が印象的でした。今

は簡単なペットボトルや麦茶などを飲

むことが多いですが、ひと手間かけて

家族や仲間と急須で淹れたお茶を楽し

んでみたいと思いました。 

 

 

 

【急須や湯飲みなどのお茶道具の数々】  

【重厚感のある店構え】  
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イベント情報！ 

ふくサポ通信 
イベント情報 

  2018. ９–１０月

 9月10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。 

■会 場／とうほうみんなの文化センター   小ホール 

■時 間／19:00～21:10   

■入場料／会員制ー入会金200円・月会費1,000円 

■主 催／福島市子ども劇場連絡会 

■問合せ／TEL 024-558-0066（永山） 

 

 

  
「ベッカンコおに」

9/21 

金 

ベッカンコ顔の鬼と目の見えない娘は一緒に暮らす

ようになり… 切なく、愛おしく、メッセージが

いっぱい詰まった感動の舞台劇です。 

■会 場／福島市市民会館 4階 

■時 間／14:00～16:00   

■参加料／100円（茶菓子代） 

■主 催／NPO法人福島れんげの会 

■問合せ／TEL 024-563-7121 

 

 

大切な人を亡くした方がつどい、お互いの気持ちを

分かち合う場です。お茶とお菓子を囲んで、故人を

しのび合いませんか？ 

ひなげしのつどい 9/23 

日 

■会 場／こむこむ館1階 にぎわい広場 

■時 間／9:30～19:00 (但し26日1２:00~ 、30日 15:00終了) 

■入場料／無料 

■主 催／NPO法人子ども未来クラブ 

■問合せ／TEL 024-573-1101 （大場）  

 

 

「震災復興」福島のみんなを元気にする！をテーマ
に小学生がポスターを描きました。応募全作品を展
示。みんなを元気づけ、勇気づける素晴らしいポス
ター展です。 

9/26 水
~  

9/30 日 

第７回       

福島市子ども劇場連絡会 
高学年部第150回例会  

~病気や事故、災害などで大切な 
 人を亡くした方のつどい～ 

 

植物や小さな生き物と触れ合いながら、親子で自然

の宝物をみつけよう！また、わらべうたを一緒に

歌ったり、遊びが盛りだくさんです。(予約不要) 

  

■会  場／ 菜たねの家 

■時 間／10:00～12:00   

■参加費／300円  

■主 催／NPO法人青空保育たけの子 

■問合せ／TEL 070-1143-1166 （長沢） 

たけの子みっけ隊 
 in ふくしま 菜たねの家 

10/25  

木 

 

ままカフェmini みんなdeカフェ 

■時 間／10:30～12:00 
■参加費／無料 但しみんなdeカフェのみ 500円（プレートランチ代） 

■主 催／NPO法人ビーンズふくしま  

料理上手なママたちに教わりながら 

ユースプレイスの若者たちと一緒に、 

みんなで作って、みんなで食べる！参 

加型のカフェです。 

■会 場／みんなの家＠ふくしま 
■問合せ／TEL 024-572-4690  

   
 27 

9/6 木 

10/11 

孫育て支援 

孫とのふれあい広場 

9/18  

火 

9/14  

10/12 
 金 

普段、お孫さんと過ごす機会がある方 

のための遊びの広場です。お孫さんと 

一緒の参加もお一人での参加もOKで 

す。（お申込みが必要です） 

■会 場／みんなの家＠ふくしま 
■問合せ／TEL 024-572-4690  

避難先から戻ってきた親子限定のイベ 

ントです。お茶を飲みながら何でも自 

由におしゃべりします。お子さんと一 

緒でもママ一人でもOKです。 

■会 場／みんなの家セカンド 
■問合せ／TEL 024-573-7072  

小学生復興ポスター展       

（劇団なんじゃもんじゃ） 
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助成金・活動支援情報 

ノルディック   
17 
24 
31 

   
10/ 10 水 

2本のポールを使って歩行運動を補助し、膝、腰への負担

を減らす、老若男女だれでも楽しめるスポーツ。下半身だ

けでなく、上半身の筋肉も使う有酸素運動です。 

■会 場／あづま運動公園内 

■時 間／10:00～12:00   

■参加料／2,500円（別途ポールレンタル1回300円） 

■主 催／NPO法人 あづまスポーツクラブ 

■問合せ／TEL 024-593-6337（小池) 

ウォーキング教室 
（全４回） 

 

エコクラフトテープを使ってミカンかごとリンゴか

ごのどちらかひとつ選んで作ります。 

  

■会  場／ コラッセ福島１階アトリウム 

■時 間／10:00～16:00  （但し10日は15:00 終了）   

■参加費／800円 (材料費として） 

■主 催／共同作業所ぽけっと 

■問合せ／TEL 024-553-5770 （宍戸） 

エコクラフト講習会 
10/9 火 

10/10 水 

第22回 

 
「稲刈り・脱穀」「収穫祭」 

■会 場／福島市民家園 

■参加料／9/30ー無料、   10/8ー1枚無料、2枚以降100円   

■主 催／民家園のつどい、福島市教育員会 文化課  

■問合せ／TEL 024-593-5249  

民家園内の田んぼの稲を手で刈り取り、足踏み脱

穀機で脱穀します。その後、新米で餅をついて秋

の収穫を祝います。 

◆時 間／10:00～12:00 

9/30 
日 

「子ども秋まつり」 

年に1度の秋祭り。懐かしい露店でお待ちしてます。

〇お神輿の渡御（お神輿をかついだ方に特典あり)   

〇綿あめ、カルメ焼き、輪投げなどの露店    

◆時 間／10:30～13:00 

 9/30 

日 

 10/8 

月(祝) 

 露店で使える  

チケット代100円

がかかります 

トヨタ財団 2018年度国内助成プログラム  

 地域課題の解決に向け、多様な地域内外の方々の 

参加や関わりを促進する『仕組みづくり』や『しご 

とづくり』を通じ、地域の担い手となる人材の育成 

を目指す一連の活動 

■ カテゴリー／A：しらべる助成 

        B：そだてる助成 

■ 助成金額／上限100万円       

■ 応募締切／2018年 10月10日（水）必着 

■ 問 合 せ／(公財)トヨタ財団 国内助成プログラム 

            担当：喜田・鷲澤・石井 

       TEL：03-3344-1701          

                   URL:http:/www.toyotafound.or.jp/ 

スミセイ コミュニティースポーツ         

         推進助成プログラム 

   コミュニティースポーツを楽しむ文化が暮らしの 

中に根づき、じっくり実を結んでいくような取組 

■ 第一種：特定の地域を拠点とし、独自のコ 

      ミュニティースポーツに取り組むもの 

  第二種：地域、分野の異なる複数の団体が協力し 

      チームをつくり、コミュニティースポー 

      ツ発展と普及に取り組むもの 

■ 助成金額／第一種：1件あたり上限50万円 

       第二種：1件あたり上限200万円 

■ 応募締切／2018年 10月10日（水）必着 

■ 問 合 せ／(公財)住友生命健康財団 

      助成プログラム係 担当：谷利・天野 

       TEL：03-5925-8660          

             E-mail：sports@am.sumitomolife.co.jp 

 当センターでイベントや講演会を開催する際のチラシやポスターには、ふくサポの電話番

号を記載することはご遠慮ください。お客様からのお問合せにお答えできず、ご迷惑をおかけ

しております。必ず主催団体の連絡先を明記してください。ご協力をお願いいたします。 

【ふくサポからのお願い】 


