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もっとアシストパーク郡山をたくさんの方に利用していただきたい。 
もっと利用していただく方の力になりたい。 

楽しく、情報あふれるなかみにしていきたいと思います。 

≪市民活動交流イベント関連会議（１／１７開催）の様子≫ 

 
「市民活動（まちづくり）団体の熱気いっぱい！」 

 



 

 

アシストパーク郡山では、２月１日（日）、ビッグアイ６階

展示室において「ひとまちづくり人材育成講演会」開催記念と

なる「市民活動交流イベント」を開催しました。 
午前１０時から午後５時まで、参加体験コーナーも行われま 

した。 
出展団体は計１４団体、それぞれの力作が並び見ごたえがあ 
り１００名以上の市民の方の来客がありました。 
今回号の特集ページでご紹介いたします。 

 

イベント会場の様子です。 
会場は 
熱気に包まれました。 

 

 

〈交流イベント会場の様子〉 

７階大会議室では、 
ひとまちづくり講演会
として、午後１時３０分
から定禅寺ストリート
ジャズフェスティバル
実行委員長 佐々木和夫
さんの講演会がありま
した。 

〈講演会の様子〉 
 



 出展団体のパネル展示はとてもわかりやすく、交流イベントの名の通り、

たくさんの方々が交流を深めるよい機会となりました。 
 出展に協力していただいた団体さんをはじめ、当日足をお運びいただいた

方々、どうもありがとうございました。 
  

 

 

 

 

 １０時～ 
“ハーブで 
ミニクラフトづくり体験” 
の様子。 

  ハーブな家族 
  代表 瀧田 勉さん 

 １１時～ 
“パステル画実演” 
の様子。 

 むつみキッズクラブ 
 代表 影山 洋二さん 

 

 

 午後３時～ 
“花輪長者まつり紹介” 
の様子。 
ビデオ上映会も行われました。 

  ふるさとつくり隊 
  会長 今井 辰雄さん 

 

 

 



 

《こおりやま市民活動レポート》 
ＮＰＯ法人 ＥＭ・エコ郡山 

   
 
今回ご紹介するのは、アシストパーク郡山に登録されている 

“ＮＰＯ法人 ＥＭ・エコ郡山”です。理事長の武藤信義さんにお話を伺いました。 
 

 

活動のきっかけは?  
 平成９年に私が銀行員から建築会社の監査役に転身した頃、ＥＭ環境活動
を行っていた方が、諸事情により中断していることを聞き、自身の経験を生

かし「何か地域のために貢献したい」と、この活動の継承を申し出ました。  
ＮＰＯ法人になったのは?  
 平成１２年４月に任意団体で発足、社会的認知を受け企業協賛を得て、 
財政基盤を強化するため、平成１４年１月に法人化しました。 

ＥＭエコ郡山とは?  
 主にＥＭによる生ゴミ
堆肥により、農薬や化学
肥料を使用しない家庭菜
園を行っています。 

連絡先：〒963-０２０１ 
郡山市大槻町字牛道１番地 
武藤 信義さん 

ＴＥＬ：０２４－９３４－５５５５ 
 

ＥＭによる生ゴミ堆
肥事業は公益信託うつ
くしま基金の助成金を
受けて１００世帯 
（２６０人）が参加して
います。 

現在の活動継続以外での今後の活動予定  
・抗酸化ポリ容器による生ゴミ堆肥化と農薬・化学肥料を使用しない家庭 

菜園の増加。 
・「達人先生」の登録をしておりますので、ＥＭ学習、講座、講演会を行 

います。（詳細は教育委員会生涯学習スポーツ課 024-924-2441まで） 
 

♪読者の方へメッセージ♪  
 自然農法であり１２世帯で行ってい 
る「わいわい農園」の現地を見に 
来てください。地主さんの七海喜一郎 
さんが指導もしてくれます！ 
住所：郡山市大槻町字針生西２９－５ 
※場所はお問い合せください。 

 
 わいわい農園ではトマト、キュウリ、 
ナス、スイカすべて自然の甘さで美味 
しい野菜が収穫できました。生ゴミ堆 
肥でふわふわとやわらかい土は“水は 
け”がとても良く、今年は園児７０余 
名を招き収穫祭へ招待する予定です。 

 

 
↑わいわい農園の様子 楽しそう♪ 

 

武藤 信義さん 

 



 

 

ご出身は？ 
郡山市です。 
東京で働いていましたが、 
数年前に郡山市にもどりました。 
 

ご趣味は？ 
 温泉に入ることと、愛犬（雄のシェ

トランドシープドッグ）との散歩です。 
 
具体的にどんな市民活動をしているのです

か？ 
一昨年、キャリア・コンサルタント

が５人が集まってカシオペアというグ

ループをつくりました。全員が若者の

就労支援をしていたことから、その経

験を生かして、若者に必要なコミュニ

ケーションの講座を開催しています。 

 
活動をするきっかけになったできごとは何で

すか？ 
平成１９年に福島市に「ふくしま若

者サポートステーション」が開所しま

した。カシオペアのメンバーのほとん

どがそこの仕事に携わっていたので、

郡山でも何かできないかと考えたのが

きっかけです。 
 
市民活動をしていてよかったと思うことは

どんなことですか？ 
講座に参加してくれた若者が、少し

でも喜んでくれて元気になって帰って

くれたとき、良かったなと思います。 

 
読者の皆様にひとこと。 
いろいろな分野で市民活動をさ

れている方たちと、いずれコラボレ

ーションできたらいいなと思って

ます。 

市内在住で市民活動をされている方々をリレー方式でご紹介していくコーナーです 

次回は阿部さんの紹介で、若者の社会参画支援事業で活動する、鈴木 綾さんの予定です。

 

今回ご紹介するのは、 
若年者のキャリア支援 
を行っている 
「カシオペア」の 
阿部かすみさんです 

 

 



 

 

 
 
 

 

※申し込みは、アシストパーク郡山９２４－３３５２まで。 
 

 
 

 
マネジメント（団体の将来設計）シートの作成等により、効率的な運営 

アドバイスを行います。 
地域が求める「成果をあげられ信頼できる団体」を学ぶセミナーです。 

●日時：２月２２日（日） １４：００～１７：００ 

●会場：郡山市立橘地域公民館 会議室 
●講師：ＮＰＯ法人コミュニティビジネスサポートセンター 

事務局 増子 明香 さん 
●対象：ボランティアや市民活動を行っている方。団体の設立を考えている方。 
●定員：３０名  ●参加料：無料 

 
 
 

  
 

日本財団の公益コミュニティサイトＣＡＮＰＡＮのブログ運営者である 
荻上健太郎さんから「活動紹介ブログ」の作成・情報発信方法等について 
的確なアドバイスをいただきます。 

●日時：３月８日（日） １３：００～１７：００ 
●会場：郡山市立中央公民館 ＩＴ講習室 
●講師：日本財団 経営企画グループ 

荻上 健太郎 さん 
●対象：ボランティアや市民活動を行っている方。団体の設立を考えている方。 
●定員：２０名  ●参加料：無料 

※申込受付は３月３日（火）からとなります。



イベント・募集情報 
 

郡山市消防団女性団員募集   
郡山市内在住で１８歳以上の健康な方（学生さんを除く）ならどなた 
でも入団できます。 
女性班は平成１５年に結成され、地域の男性団員同様、市民の皆様に 
『安全・安心』をお届けできるように活動しております。地域活動に貢 
献したい！ボランティア活動に興味があるあなた！ 
あなたのその力を消防団で生かしてみませんか？  
◎現在の主な活動◎ 
・独居老人宅防火指導訪問 
・広報活動・チラシ配布 
・軽可搬ポンプ操法 
・イベント補助 
・防災訓練 

連絡先：郡山消防防災課 ９２４－２１６１ 

のんびり陽だまり 春うららコンサート開催 

郡山市の音楽文化活動を活発にし 
ていくことを目的に、福島県内のプ 
ロ、アマ演奏家によるコンサートを 
開催いたします。その内容はジャズ、 
ピアノなどなど…ジャンルは多岐に 
渡ります。  
日 時：３月２２日（日） 

１４：３０開場 
１５：００開演 

会 場：郡山市公会堂 
定 員：２００名 
参加費：一般１，８００円 

障がい者とその介助者は 
９００円 

※ 参加費には軽食と飲み物代が 
含まれています。 

この団体って？ 
イタリア語で音楽の速度 
を表す「ポコ」（少し）と「レ 
ント」（ゆっくり）を組み合 
わせ、レントを漢字の連人 
としました。 
お子さんからお年よりま 
で四世代交流を活発にする 
ため、豊かで明るいまちづ 
くりを目指し、様々なイベ 
ントを行っているＮＰＯ法 
人です。 
 
お問い合わせ先 
ＮＰＯ法人ｐｏｃｏ連人 
住所：郡山市中町９番１号 
ＴＥＬ：９２５－７５７８ 
 

 

郡山市音楽都市宣言協賛事業 
ひとまちづくり活動支援事業 



   

 
  
昨年１１月１５日（土）中央 
公民館５階第三和室で開催され 
ました。 
ボードゲーム形式で「おこづ 
かいゲーム」を実施し、釣り合 
いの取れたお金の使い方と大切 
さを学びました。  
主催:福島県中地域ＮＰＯ 
ネットワーク（なかネット） 

 

 
    

  
  
昨年１１月２３日（日）ビッ 
グアイ７階で開催されました。 
はじめにゲームを通して自己 
紹介を行い、相手を理解するた 
めの効果的な手法を学ぶなど、 
アットホームな雰囲気の中で行 
われました。  
主催:カシオペア 

 
 

 

   

  
昨年１１月２２日（土）をは 

じめ、全３回（５講座）がビッ 
グアイ７階で開催されました。 
 活発なワークショップの中で 
起業家精神を育み、夢実現への 
第一歩が得られました。  
主催:Ｐ－ＰＯＰ 

 

 
 

 

   

   
昨年１１月９日（日）から全 
７回、安積総合学習センターで 
開催されました。園芸やクラフ 
ト体験など盛りだくさんの内容 
で、ハーブを通しネットワーク 
づくりを学びました。  
主催:ハーブな家族 

  

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 昨年１２月２０日（土）ビッ 
グアイ７階特別会議室で開催し 
ました。 
活動実践者をはじめ市職員の 
参加もあり、団体がよりよい方 
向へ進むために、どのような交 
流が必要かを検討するための積 
極的な話し合いが行われました。 

 

   

 
昨年１２月２３日（火）ビッ 
グアイ７階第１会議室で開催し 
２２名の参加がありました。 
「伝わる話し方」と題して、 
第１部ではプレゼンテーション 
法に関する講義が、第２部では 
ワークショップによる実践的な 
アドバイスがありました。 

 

   

 

 

１月１７日（土）郡山市立橘 
地域公民館で開催し、１６名の 
参加がありました。 
広報は“何のために、誰に向 
けて、何を伝えたいのか”を明 
確にする事が大切とのアドバイ 
スから、マスメディアなどへの 
効果的なＰＲ法を伝授する内容 
でした。 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

名 称 社団法人 全互協第 10回社会貢献基金助成 

内 容 地域の種々の災害の救済や社会福祉事業、環境保全事業、国際

協力など社会貢献活動や社会貢献に資する調査・研究を目的とす

る。 

対象者は非営利組織（財団法人、社団法人、社会福祉法人、Ｎ

ＰＯ法人はもちろん、法人格を持たない任意団体・市民ボランテ

ィアグループ）または大学、研究機関（個人でも可）。 

※募集要件はお問い合せください。 

金 額  １件あたり上限 200万円 

締切日 2009年 2月 28日（土）※当日必着 

ＵＲＬ http://www.zengokyo.or.jp 
問い合 
わせ先 

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 3-6-2 第 2秋山ビル 7階 

社団法人全日本冠婚葬祭互助協会 

社会貢献基金運営事務局 担当：山村 

電話 03 (3433) 4415 FAX03 (3435) 0880  

名 称 平成 21年度 ＵＲＣＡまちづくり企画支援事業 

内 容 市街地において地域の活性化、まちづくりなどを継続的に行っ

ている、または行おうとしている団体等（ＮＰＯ、協議会、組合、

任意団体いずれも可）の実施事業を支援します。 

事業の内容は特に制限を設けず、ハード整備やイベント等のソ

フト事業等幅広く対象とし、特に地区活性化の意欲が感じられる

こと、創意工夫に富むことが望まれます。 

金 額  総額 100万円 

締切日 2009年 2月 28日（土） 

ＵＲＬ http://www.urca.or.jp/index2.htm 

問い合 

わせ先 

〒105-0003 東京都港区西新橋 2-16-2 

全国たばこセンタービル 9階 

社団法人再開発コーディネーター協会 

ＵＲＣＡまちづくり企画支援事業事務局 担当：小杉 

電話 03 (3437) 0261 FAX03 (3432) 8908  

２００９年２月１日現在の情報です。 
募集要項・申込書は、各助成先へ請求するか、各ホームページから 

ダウンロードしてください。 

 

http://www.zengokyo.or.jp
http://www.urca.or.jp/index2.htm


名 称 日本財団 2009年度障がい者就労支援の車両及び機器整備 
内 容  社会福祉法人、財団法人、社団法人、ＮＰＯ法人、任意団体を

対象。（※任意団体は対象事業２のみ） 
 １．障がい者就労支援に係る車両の整備 
 福祉車両助成事業（6～7月頃募集）のラインナップに該当する
車両（車イス対応者、送迎者など）を整備する事業は対象外。 

 ２．障がい者就労支援に係る機器の整備 
 障がい者の就労に係るもの以外の機器整備事業の申請は、第 1 
 回募集（10月）においてのみ受付。 

金 額 社会福祉法人・財団法人・社団法人 
 車両整備…（補助率）75％以内 1000万円 
 機器整備…（補助率）75％以内 1000万円 
ＮＰＯ法人 
 車両整備…（補助率）90％以内 500万円 
 機器整備…（補助率）90％以内 500万円 
任意団体 
 車両整備…なし 
 機器整備…（補助率）90％以内 100万円 

締切日 募集期間 3回に分かれており、 
第 2回締切日：2009年 4月 15日（水）当日消印有効 

ＵＲＬ http://www.nippon-foundation.or.jp 
問い合 
わせ先 

〒107-8404 東京都港区赤坂 1-2-2 
日本財団 
電話 03 (6229)5111  FAX03 (6229) 5330   

名 称 日本財団 2009年度内助成事業 
内 容  ＮＰＯ、ボランティア団体を対象に下記の事業を行う団体ヘ助

成。 
① 親子で体験できる魅力的な海洋活動 
② 海や川をたのしくきれいにする活動 
③ 海岸漂着物を調べて海から学ぶ活動 
④ 地域に根ざした海や川の文化、歴史、技術を保全する活動 
⑤ 海辺の防犯活動 等 
※2009年 6月以降に開始し、2010年 3月 31日までに完了する
ことを原則とする。 

金 額  限度額 100万円 

締切日 2009年 4月 15日（水）※当日消印有効 
ＵＲＬ http://www.nippon-foundation.or.jp 
問い合 
わせ先 

〒107-8404 東京都港区赤坂 1-2-2 
日本財団「2009年度助成金申請書 受付係」 
電話 03 (6229)5111  FAX03 (6229) 5110     

 

ご不明な点は、アシストパーク郡山にお問い合せください。 
その他、常時募集の助成金情報やコンテスト情報などもあります。 

http://www.nippon-foundation.or.jp
http://www.nippon-foundation.or.jp


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≪編集後記≫ 
 さあ今年も２月に突入しまし 

たね。 
 ２月といえば節分…余談です 

が「節分」は各季節の始まりの 
日（立春・立夏・立秋・立冬） 

の前日のことで、「季節を分け 
る」ことをも意味しているそう 

です。みなさまに 
福が来ますように…。 

     みかみ 

★次回号予告 次回は４月発行予定です。 
「市民活動レポート」や「市民団体リレー紹介」の他に、 
特集記事を予定しています。なお、３月から４月についての情報もお待ち

しています。締め切りは３月８日（日）です。 
 

次号４月
発行 ★ボランティア・市民活動に関するお問い合わせは 

アシストパーク郡山または、 
郡山市社会福祉協議会ボランティアセンターへ。 

●発行・編集：アシストパーク郡山 

（市民活動サポートセンター） 

〔郡山市市民部市民協働推進課〕 

●〒963-8002：郡山市駅前二丁目 

11番１号（ビッグアイ６階） 

●T E L ･ F A X：（９２４）３３５２ 

●E‐Mａⅰｌ： 

shimin-support@city.koriyama.

fukushima.jp 

●開 館 時 間：午前１０時～午後 

７時まで 

●休館日：毎週月曜日 

１２月２９日～１月３日 

☆２００９年２月発行☆ 

２月（第１１回）のテーマは・・・ 

自主企画認定事業と交流イベントの振り返りについて 

日時：平成２０年２月２８日（土） 午前１０時～正午 
会場：郡山市立橘地域公民館（※今回会場が変更となっています。） 
定員：先着２０人  
   ※参加無料  
対象：関心のある方ならどなたでも（アシストパーク郡山窓口、 

電話またはＥメールでお申し込みください。） 


