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～福島に公立夜間中学の1日でも早い設置をめざして！～ 

にゃんこ隊長が行く！ 

福島に公立夜間中学をつくる会 

【大友良英氏と校歌の練習の様子】 

 

 

≪お問い合わせ先≫ 

住所：〒960-8157 福島市蓬莱町6－14－17 代表：菅野家弘      

TEL： 090-2025-5287（代表代行：大谷） 

皆さんは「公立夜間中学」をご存じでしょうか？ 

公立夜間中学とは、様々な理由から義務教育を修了できなかった人や、

日本で生活する外国籍の人など、多様な背景を持った人たちが学ぶ、公立の中学校の夜間学級のことをい

います。最近では、中学校を卒業していても不登校などの理由で十分に通うことができなかった人たちの

“学び直しの場”としての役割も担っているようです。 

「福島に公立夜間中学をつくる会」は2010年に当時の代表を務めることになった大谷さんの呼び掛けで

発足しました。ご家族が、中学時代充分学べなかったことで大変苦しい思いをしていた為、世の中からそ

ういう人が少しでもいなくなることを願ってのことだそうです。 

現在は、自主夜間中学夜の部と昼の部を合わせて月に4回実施しています。基本的にはマンツーマンです

が、人気のある先生の周りには人だかりができるとのことです。生徒さんは10代から80代と幅広い年代の

方が学んでいます。さながらお孫さんとお爺さん、お婆さんといった感じでしょうか？取材の日も和気あ

いあいとした感じで机を並べていました。 

福島に公立夜間中学をつくる会が活動していくうえで最も大切にしていることは、「生徒が主役」とい

うことです。世代の違う生徒さんたちのそれぞれを尊重し、先生も生徒の目線に立つということ。また、

同時に差別や分け隔てなく、みんな平等に学ぶ機会を提供するということだそうです。義務教育の原点を

聞いたようでした。全ての小中学校がそうであること願いたいものです。 

今年に入り、うれしい出来事がありました。これまでの会の活動に共感した作曲家の大友良英氏から校

歌の提供があったことです。地道な活動が実を結び始めています。しかし、まだ道半ば。大谷さんは「夜

間中学について市民のみなさんにもっと知ってもらうために、広報活動

に力をいれていきます。一度来てくれた生徒さんのアフターフォローを

し、本来の学校のように通えるようにしていきます。」そして更に、

「活動を広め、県内に公立夜間中学を何校かできるよう活動していきた

いです。」と、これからの目標を語ってくれました。 

 

 

【自主夜間中学昼の部の様子】 
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 前号85号でご紹介しました講座の日程が確定いたしました。また、変更もございますので、改め

てご案内いたします。（市民活動講座のご案内と重複する講座もございますが、ご了承ください。） 

プレハブ贈与いたします！ 

 ふくサポ 講座情報 

月 日時 時 間 講 座 内 容 

９月 ７日(土) 13:30～16:00 NPO会計講座 理論と実践の両面を基礎から学びます 

 12日(木) 14:00～16:00 NPO基本講座 
2部構成で、設立申請の基礎と運営の 

コツを学びます 

 25日(水) 14:00～16:00 リーダー育成研修① 
NPOや市民活動団体の中堅職員のため 

の講座です 

 27日(金) ９:30～11:30 
まちづくりトークカフェ① 

福島の企業っておもしろい！ 
福島テレビ新社屋の見学です 

10月  5日(土) 14:00～16:00 講演会「見て見ぬふりの悪」 
誰もが持っている、心の中に潜む 

「悪」についての講演会です 

  6日(日) 10:00～12:00 
まちづくりトークカフェ② 

高齢者健康体操向け 

日常生活の動きなどから簡単にできる 

体操を提案します 

  17日(水) 14:00～16:00 リーダー育成研修② 
NPOや市民活動団体の中堅職員のため 

の講座です 

 19日(土) 13:30～16:30 
コミュニケーション 

   スキルアップ講座 

コミュニケーション術を講義とワーク 

からびます 

11月  9日(土) 14:00～16:00 

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～ 

海外の国の挨拶や習慣、料理などを 

知ることで、その国への理解を深める 

12月  7日(土) 14:00～16:00 

「福島に生きる」～元気づく 

り！失敗からポジティブ思考 

を学ぶ～ 

福島のそれぞれの分野で活躍する講師 

による、かつての失敗の体験が今の成 

功に繋がっているという前向になれる 

講演会です 

 14日(土) 14:00～16:00 写真を活用した広報術 
写真を活用した効果的なSNSの広報の 

仕方 

 1月 18日(土) 14:00～16:00 
広報の視点～ちょっとした視 

点で広報が変わる～ 

広報誌やチラシの作成の仕方を講義と 

実践で学びます 

 26日(日) 14:00～16:00 
リサーチを活かした計画実践 

講座 

事業展開に必要なリサーチを活かした 

企画運営の方法を学びます 

 福島市内のNPO法人の解散に伴い、プレハブをお使いいただ 

ける団体に贈与いたします。 

 2014年購入のまだまだ新しいものです。室内にはエアコン 

も完備してあります。活動拠点や作業場所などに「是非使いた 

い！」という団体の方、ふくサポが窓口となっておりますの 

で、詳細はふくサポまでお問合せください。 
 
福島市市民活動サポートセンター ☎ 024－526－4533 
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「子どもホリデープロジェクト」開催しました 
 福島の将来を担う子どもたちへ『住んでいるまちが教室に！』をテーマに、福島市と企業さんとの

協働により「教室」を開催しました。小学生を対象とし、夏休みだからこそできる『学び』を体験を

していただきました。 

8月19日(月) 福島市公設地方卸売市場【市場体験学】

☆ふかちゃんのつぶやき☆ 

「ポカミス」 

「あっ、またやってしまった！」「お前は、なんでこんな簡単なことをミスするんだ！」「ほんとにお前

は注意が足りないんだよ」人は、単純なことほどミスをする動物なんです。確かに気持ちを高め集中力を

維持してミスしない様にすることは大事なんですが、集中力なんてそんなに長くは続かない。ヒューマン

エラーだからと人に対策しようたってそう簡単にうまくいくわけがない。万人に共通の改善策なんてモノ

も無い。だから上司が部下のミスをたしなめたって場の空気を悪くするだけ、みんな解っているんです。

でもミスはやっぱり対策しないといけない。なぜなら情報システムやネットワークの発達でワンクリック

のミスが大きな問題に直結する環境になってきた。ミスに気づかなかったことにマスコミやSNSが騒ぎだ

すことさえある。そこまでいかなくても、ミスが繰り返されると職場がすさむ。ミスした人を見下し差別

する風潮があらわれ、他人のミスに対する被害者意識まで芽生える。でも実は、大きなミスが発生する前

の小さなミスのときがチャンスなんです。必要なのは「なぜ？」と「どうすれば？」。そう、職場の一人

一人が、ひとのミスを「自分事」にして知恵を出し、出来るだけミスが起きないように地道に改善してい

く。「自分事」、この主体的に動こうとする中にある当事者意識と知恵の結集。そうなんです。すべては

職場の環境と体質を改善するチャンスなのです。少しずつ「コツコツと」にです。このチャンス、貴方は

掴めますか？最後に一言、「あのミスが私の人生を変えてくれた」「あのミスが大発見につながった」と

いうことがあることもお忘れなく。 

【花の競りの様子】 

 蒸し暑さの中、30名の小学生が参加しました。           

市場の方に案内していただきながら、普段見ることのできない花の競りな

どを見学し、子どもたちは興味津々でした。また、－25℃の冷蔵庫に入っ

た時は、あまりの寒さに子どもたちから悲鳴が上がりました。                           

 参加してくれた子どもたちは、貴重な体験をし

た上に、最後にお土産もいただき、市場を堪能し

たようでした。 

 市場の皆さんのご協力に感謝いたします。  

【－25℃の冷蔵庫の中で…】 

【青果棟での様子】 
【最後に記念撮影】 
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編集後記 
・ 陽の射す高い空に様々な雲が浮かぶ季節、今年も「○○の秋」を楽しむゾ～！ （ふかちゃん）  

・ 空や山々、目にうつる景色の美しさに目を見張る季節♡ さあ、どこへ行こう！！（マータン）  

・ 「食欲の秋」「芸術の秋」「スポーツの秋」など…さて、みなさんはどんな秋にしたいですか？ (みー)  

・ 健康診断を受けてきました。やっぱり健康が一番ですね。（Ｋ）  

まちの駅 ももりんパーク  

まちの駅みーつけた！！  ～Ｐａｒｔ⑱～ 

 「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：福島市桜木町7-36     TEL/FAX：024-572-3575   

営業時間 9:30~16:30 (11月から3月は16:00まで） 

定休日：毎週火曜日 ※夏休み期間無休、火曜日が祝日の場合開園 

   入場無料 

 ～まちの駅 ももりんパーク～ 

【パークで人気の遊具】  

 「ふくしま児童公園SFCももりんパーク」は福島市役所近くにありま

す。エスエフシー株式会社が指定管理をしており、平成27年4月にリ

ニューアルオープン、平成30年4月から現在の名称になりました。かっ

こいいSLも展示されていて、きれいに整備された公園です。開園は昭

和31年で、福島市児童公園として親しまれていました。福島市民なら

一度は訪れたこともあるかもしれません。私も幼少の頃家族で遊びに

行った記憶があります。 

 園内には5つの大型遊具があります。なかでも人気なのはももりん

ジェットです。ぐるぐる回りながら上下に動き、スリルがあり高いと

ころからの景色も楽しめます。遊具は新しいものに入れ替えたもの

と、以前からあるものを補修して使用したものがあります。もしかし

たらみなさんが子どもの頃乗った懐かしい遊具にまた乗れるかもしれ

ません。料金の安さも魅力で、大型遊具は大人も子供も1回100円で乗

ることができます。また、50円で乗れる「まめじどうしゃ」・中型遊

具、30円で乗れる小型遊具などもあり、リーズナブルに楽しめます。 

 まちの駅の役割としては、多目的トイレや休憩所、駐車場を完備しています。多目的トイレは障害を持っ

た方も使え、授乳室やおむつ交換台もあります。赤ちゃんを連れたご家族も安心して楽しめますね。 

 園長の相田さんは、「親子が向き合って楽しい思い出を作ってほしい

ですね。子どもたちの笑顔を一人でも多く見たいです。たまにはももり

んパークで息抜きしてください。」と語ってくれました。 

【今では貴重なSLの展示】  

【ももりんがお出迎えです！】  
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イベント情報！ 

■会 場／こむこむわいわいホール 

■時 間／13:30～15:30   

■入場料／一般：1,000円・小・中高生：500円 

■主 催／劇団カスカ・ダール 

■問合せ／TEL 090-9033-2002（篠木） 

 

  
日 

軽食喫茶ミルトスに引き寄せられた一人のアイドル

と、独りぼっちの女性を取り巻く人々が繰り広げる

時を超えた再生と奇跡の物語です。 

■会 場／福島市市民会館  

■時 間／13:00～15:00   

■参加料／無料 

■主 催／福島自然に学ぶ会 

■問合せ／TEL 080-1814-8126（菱沼） 

 

自然食のスペシャリスト、五来純氏を講師に迎え、

食と健康について講演いたします。当日は健康料理

などの展示もあります。(託児有、託児のみ申込み制） 

「食生活が人生を変える」 火 

劇団カスカ・ダール 
第３回定期公演 

「ボーン・アゲイン 
 横丁ミルトスの奇跡」 

講演会 

■会 場／コラッセ福島 1階アトリウム 

■時 間／10:00～16:00  (10/3は15:00まで)  

■参加料／８00円（材料代として） 

■主 催／NPO法人えいど福島 共同作業所ぽけっと 

■問合せ／TEL 024-533-5770（宍戸） 

 

今回はすかし柄の入った丸いカゴを編みます。色は

4色の中から選べますので、オリジナリティー溢れ

るカゴを作ってみませんか？ 

エコクラフト講習会 

■会 場／こむこむ１階にぎわい広場 

■時 間／9／25：14:00～9／29：14:00   

■入場料／無料 

■主 催／特定非営利活動法人 子ども未来クラブ 

■問合せ／TEL 024-573-1101（大場） 

 

                第8回 

小学生復興ポスター展 

小学生が描く福島を元気にする「復興」のポスター

展です。全作品を展示し、応募者全員に参加賞があ

ります。 

第24回 

 

手づくりマルシェ 

    ■時 間／10:00～16:00 

    ■入場料／無料、    

    ■主 催／ふくしま手づくりマルシェ実行委員会  

    ■問合せ／TEL 024-563-3680  

ハンドメイドの作家さんの作品の展示・販売や、

音楽ステージ・パフォーマンスと満載のイベント

です。飲食ブースも充実しております。 

■会 場／福島駅東口駅前通り 

日 とっておきの音楽祭 

音楽のチカラで心のバリアフリーを目指す街なかの

音楽祭です。当日は音楽ステージの他、手づくり

ブースや飲食ブースの出店もございます。 

■会 場／福島駅西口広場・福島駅東口駅前通り 

  

アキフェス  in  えきまえ2019 

手づくりマルシェ 
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「稲刈り・脱穀」「収穫祭」 

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、臼と杵で餅をついて

秋の収穫を祝います。 

◆時 間／10:00～12:00 

日 
「子ども秋まつり」 

年に1度の秋祭り。懐かしい露店がお待ちしてます。
露店で使えるチケット1枚で3回遊べます。 
〇お神輿の渡御（お神輿をかついだ方(中学生以下)  
 に特典あり)        

◆時 間／10:30～12:30 

  

■会 場／福島市民家園 

■参加料／9/29ー無料、  10/14ーチケット代：1枚無料(中学生以下) 2枚以降100円   

■主 催／民家園のつどい、福島市文化振興課  

■問合せ／TEL 024-593-5249  

 

映画「毎日がアルツハイマー ザ☆ファイナル」の

上映と関口監督の講演会を2回開催します。 

  

■会  場／ 福島テルサ 

■時 間／映 画：①13：00～ ②18:30～  

        講演会：①14：30～    ② 20：00～ 

■参加費／1,000円  

■主 催／認知症の人と家族の会

■問合せ／TEL 024-558-0575 （原） 

世界アルツハイマーデー 

 木 記念講演会＆映画上映会 

 

■会 場／ふくしん夢の音楽堂 

■時 間／19:00～20:30   

■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） 

 

  
「カテリーナ古楽合奏団 

「カテリーナ古楽合奏団」による多種多彩な古楽器

で繰り広げられる特別なステージをお楽しみくださ

い。(※随時会員を募集しています。お問合せください)

福島市子ども劇場連絡会 
高学年部第154回例会

・ルネサンス音楽」
 木 

 
湯のまち飯坂  

今年で12回目の開催の飯坂町茂庭の摺上川ダム周

辺のマラソン大会です。南東北最強の『激坂』とダ

ム湖の絶景を堪能できます。 

■会 場／摺上川ダム周辺   

■時 間／26日  10:00~12:00、 27日  9:00~16:00   

■参加料／1,000円～（お問合せください） 

■主 催／飯坂マラソン実行員会 

■問合せ／TEL 024-529-6125（佐藤) 

茂庭っ湖マラソン 

第12回  

発達障害当事者で医師で父親でもある畠山先生を講

師に迎え、発達障害への対処方法などを学びます。 

  

■会  場／ コラッセ福島 403会議室 

■時 間／14:00～16:00   

■参加費／無料  

■主 催／NPO法人  スローエクスプレス

■問合せ／TEL 090-7060-2429 （渡邉） 

 日 

 
発達障害を持つ子供の 
     お父さんの会 

親父の会 

 今年も開催します。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、『協働の花を咲かせよう！』です。市民活動団体同士が連携し、行政や企業・大学、

地縁団体との「協働」をさらに浸透させ、共に「福島の元気！」に繋げる、そんな場となるようなフェス

ティバルとしたいと考えています。 

ふくしま市民活動フェスティバル2019 

お問合せ：ふくしま市民活動フェスティバル2019実行委員会事務局  ☎ 024-526-4533 


