アシストパーク郡山（市民活動サポートセンター）は、ボランティア活動を
してみたい人をはじめ、実際にボランティア団体や NPO 法人等で活動して
いる方々の活動しやすい環境づくりをサポートするためのセンターです。

市民活動って何？

ＮＰＯ法人って何？

関心はあるけどよくわからない、これから活動をはじめてみたい、など
さまざまな市民活動に関する相談をお受けします。

ボランティアやＮＰＯの情報がほしい。マネジメントを学びたい。
情報コーナーには各団体のＰＲ誌やイベント情報などもあります。

ボランティア活動のきっかけづくりなどの入門講座から運営のための
専門講座（税務・人材育成）まで、さまざまな講座を開催していきます。

作業スペースのご案内
打ち合わせスペース
ちょっとした打ち合わせや会議の場
としてご利用ください。原則として
申込順により、また、２時間のご使
用でお願いいたします。
印刷機
団体情報やイベントチラシなどの作
成にご利用ください。
【原稿版代 １原稿につき４０円】
【インク代 最初の 100 枚まで 10 円
その後 100 枚につき 10 円】
※ 印刷枚数の端数は 10 の位を切
上げ
※ 両面印刷は印刷枚数を２倍で
計算

コピー機
団体情報やイベントチラシなどの作
成にご利用ください。
【コピー代金 １枚 １０円】
コピー機はコイン投入式ですが、領
収書が必要な場合はスタッフまでお
申し付けください。
紙折機
印刷した資料等を下記の折り方で加
工できます。
・２つ折
・内３つ折
・外３つ折
・４つ折
・観音折
・方袖折

印刷用紙
資料作成等の利便向上を図ることを
目的として、印刷用紙（白色）を有
料にてお分けします。
Ａ４ （500 枚） 500 円
Ｂ４ （500 枚） 1000 円
Ａ３ （500 枚） 1000 円
※別料金で色紙もあります。

利用登録について
下記の活動をされている方で、登録により施設利用可能となります。
１ 登録対象
z 市内でボランティア活動をされてい
る個人及び団体
z 市内で NPO 法人として活動されて
いる団体
z これからボランティア団体や NPO
法人を立ち上げたいと考えている個
人及び団体
z その他市民活動の推進に寄与する活
動を行っている個人及び団体

２ 登録の際に必要なもの
z アシストパーク登録申請書
（窓口にあります）
z ボランティア団体や NPO 法人にお
いては、団体等の会則または定款な
ど
（上記のものがない場合は活動内容
がわかるもの）
z その他活動チラシなどがあればお持
ちください

下記に該当する場合は、登録をお断りいたします
¾ 特定の政党及び候補に対する等、政治活動を目的として活動している個人または団体
¾ 不特定多数の方を対象とした活動でなく、限られた方のみを対象とした活動（サークル・
愛好会など）を行う個人及び団体
¾ 当センター利用にあたって、秩序を乱しまたは公益を害する恐れがあると判断される個
人及び団体
¾ 営利を目的とした活動を行う個人及び団体
¾ その他、当センターが登録を不適と認める個人及び団体

個人情報の取り扱いについて
登録いただきました情報につきましては、下記の目的
以外で利用することはありません
情報の利用目的
アシストパーク郡山における使用時の使用者
管理
アシストパーク郡山が主催する事業に関する
情報発信および協力依頼など
アシストパーク郡山および社会福祉法人郡山
市社会福祉協議会（ボランティアセンター）と
のボランティア情報や市民活動情報提供を目的
とした活動者および団体データベースの構築
アシストパーク郡山および社会福祉法人郡山
市社会福祉協議会（ボランティアセンター）
でのボランティア活動や市民活動への参加機会
等のコーディネートに関する利用

アシストパーク郡山
は、社会福祉協議会の
ボランティアセンター
と情報交換やスタッフ
の交流を通し、活発な
ボランティア活動が行
える環境づくりをして
いきます。

イベント・募集
情 報

第６回 うつくしまＹＯＳＡＫＯＩまつり
街を舞台に、毎年県内を移動しながら行われて
おります「うつくしまＹＯＳＡＫＯＩまつり」
が、今年は県南地区で開催されます。県内外か
ら約 100 を越えるヨサコイチームが棚倉町に
集まり、ダイナミックな演舞が繰り広げられま
す。地場産品の豊富な物産と飲食ブース・遊び
のコーナーなど、お楽しみがいっぱいの 2 日間
です。ご家族連れで是非お越しください。皆さ
んのご来場をお待ちしております。
z 日時：９／１６（土）〜１７（日）
z 会場：ルネサンス棚倉、文化センター創美館
z 入場無料
● お問い合わせ
NPO 法人うつくしまＹＯＳＡＫＯＩ振興会事務局
郡山市富久山町福原字泉崎２６−５
tel ０２４―９２７−６０８８
URL：http://www.utsuushima.tv/

この団体って？
障害の有無・性別・年齢・言語等の違いにか
かわらず、すべての人が不自由を感じること
なく利用でき、参加できる「まちづくり」や
「ものづくり」「仕組みづくり」。こうした考
え方を具体的に進めるためのキーワードが
「ユニバーサルデザイン（UD）
」です。
ふくしまユニバーサルデザインは、ユニバー
サルデザインの理念のもと、産業、行政、生
活者と積極的に連携し、ユニバーサル諸分野
を横断する討議・研究を通して企画・提案・
実践を行い、誰もが公平かつ快適に暮らせる
環境づくりと、生活文化の形成、人材育成と
地域産業の振興に貢献することを目的として
います。
NPO 法人 ふくしまユニバーサルデザイン
〒963-8001
郡山市大町１丁目 3-13
㈱プロダクト･ワン内
tel ０２４−９３８−６１０２

この団体って？
うつくしま YOSAKOI 振興会は、福島県と
いう広いフィールドを舞台に、年代や地域
を越えた広域的なヨサコイ活動を通じて、
明るく元気な人づくりと豊かで実りある地
域づくりに貢献し、併せて社会福祉の増進
を図ることを目的としています。
福島県のお祭りとしては、うつくしま
YOSAKOI まつりと YOSAKOI ソーランジ
ュニア東日本大会の２大会があり、
うつくしま YOSAKOI まつりは、県内６地
域持ち回りで毎年開催地を移動しながらチ
ーム総参加を目指し開催します。
YOSAKOI ソーランジュニア東日本大会
は、天栄村内３会場で、毎年子どもたちを
主役にキャンプと YOSAKOI での交流を目
的に開催します。

出展者大募集
ふくしまユニバーサルデザイン実行委員会では、
今年も『ふくしまユニバーサルデザインフェア』を
開催します。
昨年は 105 件の出展数、
入場者 8500
人という大盛況。今年も大きな反響がありそうな予
感がします。
募集出展内容は「衣・食・住・医・創・カルチャー」
に分けられ、〜「安・楽・単」で暮らし快適〜をサ
ブタイトルに、UD 提案、UD 活動紹介・作品展示
など。当日は販売も可能です。詳細は事務局まで。
z 『第８回ふくしまユニバーサルデザインフェア』
〜UD 夢市〜
z 日時：９／２２（金）〜２４（日）３日間
1０:00〜1７:00
z 会場：ビッグパレットふくしま１階
多目的展示ホール A・B、屋外展示場 他
z 主催：ふくしまユニバーサルデザインフェア実行委員会
〔郡山商工会議所／（財）郡山地域テクノポリス推進機構／
福島県デザイン振興会／NPO 法人ふくしまユニバーサルデ
ザイン〕

z 申し込み方法
所定の用紙に記入の上、FAX または郵送で。
内容・進行等の出展者説明会を後日ご連絡致します。
● お申し込み・お問い合わせ
郡山商工会議所中小企業相談所・工業指導課内
[ふくしまユニバーサルデザインフェア実行委
員会事務局]
tel ０２４−９２１−２６２０
fax ０２４−９２３−９００１

ボランティア募集
お母さんやお子さんが集える場（サロン）内で、
託児・お裁縫・庭の手入れ・日曜大工・絵本の
読み聞かせなどなど、お手伝いをしてくださる
方随時募集しています。
お子さんが好きな方（年齢、性別問いません）、
学生さん、高齢者の方、大歓迎です。

夏休み特別イベント案内
事前申込要
● ８／３（木）1０:00〜1２:00
〈ママ対象 トールペイント教室〉受講費 800 円
● ８／７（月）1０:15〜11:30
〈科学実験教室〉 参加費 200 円
● ８／２２（火）1０:00〜1２:00
〈親子トールペイント教室〉受講費１作品 1300 円
その他、８月は子育てサロンのイベント、カルチャ
ースクール講座、夏休み特別企画などもりだくさ
ん！定員になり次第締め切りますのでお申込みは
お早めに！詳細は下記まで。

●お申し込み・お問い合わせ
NPO 法人 子育て支援コミュニティプチママン
事務所／サロン（1０：00〜16：00）
郡山市台新１−２０−７
tel／fax ０２４−９２３−９００１

この団体って？
しんぐるまざあず・ふぉーらむ・福島は、
郡山市在住の母子家庭の仲間が集まって、
平成 8 年「いいであい」ネットワークとし
てスタート。今年「しんぐるまざあず・ふ
ぉーらむ・福島」と改名し新たな出発をし
ました。
母子家庭の母子が健やかで安心、安全な暮
らしが築けるよう
・ 就業支援、スキルアップ支援講座の開催
・ ピアサポート（暮らしの相談・メンタル
キャリアカウンセリング）
・ 会員間の託児協力
・ 子育て講座の開催
・ 会報発行、ネットワーク作り、交流会
を主な活動としています。
若年母子が激変期を乗り越え、生活基盤を
形成し、子どもを育てながら心豊かに前向
きに生きていけるよう、お互いに支えあい、
活動の輪を広げたいと願っています。

この団体って？
プチママンは、郡山市及びその近隣市町村
に住む子育て中の親とその幼児児童を対象
にし、子育て中の親が抱える不安や閉塞感
を解消するため、地域の人々の活力を活か
した多角的な子育て支援事業を通して、親
子がいきいきと心豊かに暮らせる地域社会
の実現を目指して、ともに支えあう子育て
環境づくりを支援することを目的としてい
ます。
・ 子育てサークルの支援（リトミックや手
遊び、ごっこ遊びなど）
・ 託児つきカルチャースクール
・ 発達に不安のあるお子さんの支援（発達
教室や勉強会）
の活動をしています。
今年 NPO 法人になったのを機に台新でサ
ロンを開設しました。

母子家庭の暮らし・子育てセミナー
日々の暮らしや子どもとの関係でいろいろ思う
ことはありませんか？シングルマザーが生き生
きと暮らすためのノウハウや、かしこく生きる
知恵を分かち合いましょう。シングルマザー同
士、新しい出会いの場です。ぜひご参加くださ
い。
講師：大矢さよ子さん
（NPO 法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ理事・社会保険労務士・
ファイナンシャルプランナー・キャリアコンサルタント）

苅米照子さん
（元郡山市母子福祉センター所長）

z 日時：９／３０（土）1３:３0〜1６:０0
（受付：1３:０0〜）
z 会場：郡山市総合福祉センター５階
z 対象：母子家庭・寡婦・母子家庭になろう
と思っている人
z 定員：３０名（先着順）
無料託児あり（要予約）
z 参加費：500 円
z 主催：NPO 法人 しんぐるまざあず・ふぉーらむ
しんぐるまざあず・ふぉーらむ・福島
z 後援：福島県・郡山市・郡山市社会福祉協議会
z 申し込み方法：
所定の用紙で FAX にて事務局へ、もしくは
お電話で母子福祉センターまで。
z 連絡先：tel／fax ０２４−９４６−３５８５
（留守番電話対応）
tel ０２４―９２４−２９６３
母子福祉センター
※「独立行政法人 福祉医療機構子育て支援基金」
の助成を受けて開催します。

子育て日本語わくわく教室
育児に役立つ日本語を覚えませんか？
z 日時：平成１８年８／２１〜平成１９年３／１２
毎週月曜日（祝祭日の場合はお休み）
1３:３0〜1５:３0
z 会場：郡山市総合福祉センター
z 対象：妊娠、育児中で日本語を学びたい外国人
z 募集人員：２０人まで
（参加希望者が多い場合は抽選に
なります）
託児つき（５ヶ月以上の乳児対象）
z 参加費：無料
z 内容：出産･育児に役立つ日本語
育児情報講座･交流会も企画しています。
●お申し込み・お問い合わせ
国際交流の会・かるみあ
かるみあ PHS ０７０−５６２２−６５７０
（定員に余裕がある場合は、妊娠、育児中
以外の方も受け入れます）

日本語ボランティア講座
当協会では、毎月行っている日本語ボランテ
ィア登録者の勉強会及び日本語交流会をサポ
ートしています。今回の講座では、登録者の
方々のこれまでの活動を紹介するとともに、
講師とその内容を振り返り、今後の活動につ
いて考えます。これから日本語ボランティア
を始めたいとお考えの方もぜひご参加くださ
い。
z 日時：８／２０（日）1０:00〜16:00
z 会場：郡山市労働福祉会館
z 定員４０名 受講料無料
所定の用紙で fax かｅ-ｍail でお申し込みを。

この団体って？
国際交流の会・かるみあは、1995 年９
月(財)福島県国際交流協会主催の通訳ボ
ランティア講座参加者の中の有志が、国
際交流をもっと身近に持てる機会をつ
くりたいと集まり、市民活動としてスタ
ートしました。地域社会の中で、文化や
世代を越え、違いを認め合い、それぞれ
の個性を生かせるコミュニティーづく
りを活動の目的としています。
私たちの活動は一人一人の自発性によ
り継続しています。それを生かせる組織
作りを確立させること、そして、これら
の活動を通して、会員が培ったものを一
人でも多くの人が共有できる機会をつ
くる「地域国際化協力活動」を発展させ
ていきたいと思います。
今後もこの考え方を大切に、「国際文化
交流活動」「日本語ボランティア活動」
を充実させていきたいと思います。

サロン

ｄｅ

チャット

毎回いろいろな国のゲストをお迎えして、おしゃ
べりを楽しみます。参加費無料、予約不要でどな
たでも参加できます。今回のチャットは英語で。
z 日時：８／３１（木）1０:00〜1１:３0
〜ペルー〜
z 会場：国際交流サロン（市役所本庁舎２階）

はじめての方のフランス語講座
z 日時：９／１２〜１０／３１の毎週火曜日
1８:３0〜20:０0（全８回）
z 会場：郡山市総合福祉センター３階研修室
z 受講料：会員 1,500 円／一般 3,500 円
z 定員：２０名（定員になり次第締め切り）

●お申し込み・お問い合わせ
郡山市国際交流協会（郡山市役所庶務課内）
tel ０２４−９２４−２０３１または２９７０
fax ０２４−９２４−０９５６
ｅ-ｍail：shomu-kokusai@ｃity.koriyama.fukushima.jp

学ぼうかい夏休みスペシャル Week 開催
高齢者福祉施設体験ボランティア募集

● ８／１（火）1３:00〜1５:00
高齢者福祉施設での、施設のしくみ、介護、高齢
〈エッグの香り風鈴〉材料費 600 円
者との交流を通して、福祉について学習します。
●
８／３（木）14:00〜16:00
日時：８／１７（木）１３:４０〜１６:００
〈竹細工〉材料費 300 円
場所：安積千寿園
●
８／４（金）14:00〜16:00
定員：５名。高齢者福祉について関心のある方、
〈ハーブと野菜の手づくりジャム作り〉
ボランティア活動をしたい方
材料費 600 円
参加費：無料
● ８／５（土）14:00〜16:00
〈ファンタジーリング・くす玉〉材料費 150 円
Ｐ−ＰＯＰメンバー募集
当団体の活動紹介をします。ボランティア活動に
興味関心のある方はぜひご参加ください。
８月☆９月学ぼう会
日時：９／３０（土）１０:００〜１２:００
上記の他に、８／２１〜９／２５の毎週月曜日
場所：現在未定。下記までご連絡ください。
18:30〜20:30 の学ぼう会も開催します。材
参加費：無料
料費のみの講習会です。一緒に楽しみましょ
う！くわしくはみらい工房まで。
その他、８月は子育てサロンのイベント、カルチャ
●お申し込み・お問い合わせ
ースクール講座、夏休み特別企画などもりだくさ
市民ボランティアサークルＰ‐ＰＯＰ
ん！定員になり次第締め切りますのでお申込みは
tel ０９０-７５６７-２７９８
●お申し込み・お問い合わせ
お早めに！詳細は下記まで。

この施設って？
みらい工房は、うつくしま未来博への参加を
きっかけとして芽生えた自主的な活動や、
NPO やボランティア等が行う社会事業活動
等の県民が行う公益性の高い各種活動の支
援と、また県民、行政の交流及び連帯と協働
を促進するためにつくられた県の施設です。
１階情報・交流サロン、新聞や図書の閲覧コ
ーナーやインターネットコーナー、登録制に
より２階フロアーのミーティングルームや、
コピー機等の設備がすべて無料でご利用い
ただけます。
学ぼうかいでは、何かをしたいとおもってい
るけど何をしたらいいのかわからない方、た
くさんの仲間がほしい方、スキルアップを図
りたい方や、何か特技をお持ちの方（講師募
集）など、ここから始まる出会いから皆さん
の生活が潤い、また新たなネットワークが生
まれることを期待しています。

e-mail：s̲v̲net＠hotmail.com
県民ふれあい広場みらい工房
http://volunteer-net.hp.infoseek.co.jp
郡山市大町１−２−２６
tel ０２４−９９１−９１９９
URL：http://www.aizunpo.or.jp/mirai/

この施設って？
一人一人が持つ思いや夢をカタチにして、
そういう人たちの輪がどんどん広がって
いけば、それぞれが暮らしやすく、誇りの
もてる福島県が見えてきませんか？オフ
ィスうつくしまでは、そんな思いや夢をも
った人たちのお手伝いをしています。事務
局には活動応援人の「フィールドワーカ
ー」と「広報スタッフ」の専従スタッフが
2 名います。フィールドワーカーは県内全
域に出向き情報を収集したり、いろいろな
相談に応じたり、仲間づくりのための橋渡
しをします。広報スタッフは、情報をデー
タベース化したり、ホームページの作成、
広報誌の作成、と様々な情報を提供してい
きます。
平成１５年８月２１日（福島県民の日）に
福島県自治会館７階にオープンした、“う
つくしま、ふくしま。“県民運動の推進拠
点です。

県民運動“ときめき”フェスタ
〜うつくしま、ふくしま。夢の大交流会〜
それぞれの夢の現実のため、国内外で活躍してい
る県内の NPO や市民活動を行っている団体・個
人の方々が一堂に会し、それぞれの活動紹介など
を通じ、来場者の方々や出展者同士で交流するイ
ベントです。一つひとつの“ときめく”出会いが、
うつくしいふくしまの創造につながっていきま
す。
● 日時：８／２０（日）1０:３0〜16:00
● 会場：ビッグパレットふくしま
多目的展示ホール C
● 入場無料
●お問い合わせ
“うつくしま、ふくしま。”県民運動推進拠点
オフィスうつくしま
福島市中町８番２号 福島県自治会館７階
tel ０２４―５２１―７３３３
fax ０２４−５２３−２７４１
ｅ-ｍail：oh-utsukushima@ca.wakwak.com
URL : http://www.office-utsukushima.com

高齢者福祉施設体験ボランティア募集
高齢者福祉施設での、施設のしくみ、介護、高齢
者との交流を通して、福祉について学習します。
日時：８／１７（木）１３:４０〜１６:００
場所：安積千寿園
定員：５名。高齢者福祉について関心のある方、
ボランティア活動をしたい方
参加費：無料

Ｐ−ＰＯＰメンバー募集
当団体の活動紹介をします。ボランティア活動に
興味関心のある方はぜひご参加ください。
日時：９／３０（土）１０:００〜１２:００
場所：現在未定。下記までご連絡ください。
参加費：無料
その他、８月は子育てサロンのイベント、カルチャ
●お申し込み・お問い合わせ
ースクール講座、夏休み特別企画などもりだくさ
市民ボランティアサークルＰ‐ＰＯＰ
ん！定員になり次第締め切りますのでお申込みは
tel ０９０-７５６７-２７９８
お早めに！詳細は下記まで。
e-mail：s̲v̲net＠hotmail.com
http://volunteer-net.hp.infoseek.co.jp

この団体って？
『社団法人郡山青年会議所は１９６１年（昭和３
６年）に全国で１９７番目の青年会議所として発
足しました。以来 45 年に渡り、わがまち郡山の
ために文化、経済、交通問題など、さまざまな角
度からまちづくり、ひとづくりを考え、実践して
まいりました。
「交通安全塔の設置」
（１９３７年）
「民間テレビ局開局運動」（１９３７年）「郡山リ
トルリーグの発足」
（１９５２年）など青年会議所
内部だけでなく、行政や市民の方々と共に事業に
取り組んできました。会員は隣人の幸せを願い、
青年としての英知と勇気と情熱をもって、明るい
豊な社会を築き上げることに、日夜努力しており
ます。40 歳を過ぎると青年会議所メンバーは OB
会員となりますが、その中には福島県知事佐藤栄
佐久氏、郡山商工会頭大高善兵衛氏、など多数が
各方面でご活躍中です。会員数は 106 名です。
（2005 年 1 月末現在）
』ＨＰより
全国会員大会とは、全国各地より約１万５千人の JC メ
ンバーが一堂に会し、各種セミナーや大懇親会、式典に
参加し、その 1 年間の事業の総決算と、お互いのコミ
ュニケーションを通じて、メンバーとしての意義を高め
あう日本最大規模のコンベンションです。50 年以上の
歴史を持ち、10 億円以上の経済波及効果があります。
乞うご期待！

この団体って？
市民ボランティアサークルＰ‐ＰＯＰ
では、子どもたちやお年より、若者との
ふれあいを清掃活動やボランティアフ
ェスタ、児童施設への慰問などを通して
行っています。よりよい地域やまちづく
りをするためにも、世代間の交流は大切
だからです。劇や踊り、音楽、歌などの
文化活動から、ゴミ拾い、子どもたちと
遊ぶなどの活動、いろいろな人との交流
を行っています。多くの人たちとの出会
いを大切にして、より良い地域やまちづ
くりを目指してくれる仲間を募集して
います。

第５５回全国会員大会郡山大会記念事業
ボランティア募集
母子家庭の暮らし・子育てセミナー
2006 年の 10 月 5 日から 10 月 8 日までの 4 日

日々の暮らしや子どもとの関係でいろいろ思う
間にかけて、第 55 回目の全国会員大会が郡山の地
ことはありませんか？シングルマザーが生き生
で開催されます。郡山ＪＣでは、この大会に併せて
きと暮らすためのノウハウや、かしこく生きる
音楽・スポーツ・物産振興・青少年育成をメインと
知恵を分かち合いましょう。シングルマザー同
した記念事業を開催し、
市民の皆様とともに『郡山』
士、新しい出会いの場です。ぜひご参加くださ
を全国にＰＲしていきます。そのため、各事業の会
い。
場整理や会場誘導をお手伝いしてくれるボランティ
アを募集しております。一緒に笑顔あふれる街をつ
講師：大矢さよ子さん
（NPO 法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ理事・社会保険労務士・
くりませんか？あなたの参加を待っています！
ファイナンシャルプランナー・キャリアコンサルタント）

苅米照子さん
z 応募期間
（元郡山市母子福祉センター所長）
・ １次締切 ７／３１（月）
z 日時：９／３０（土）1３:３0〜1６:０0
・ ２次締切 ８／３１（木）
（受付：1３:０0〜）
z 応募条件
z 会場：郡山市総合福祉センター５階
郡山近郊にお住まいの方で、記念事業の趣旨
z 対象：母子家庭・寡婦・母子家庭になろう
を理解し、無償でお手伝いいただける方。15
と思っている人
歳以上の方ならどなたでも応募できます。
z 定員：３０名（先着順）
z 応募方法
無料託児あり（要予約）
所定の用紙に記入して FAX でお申し込み
z 参加費：500 円
を。後日説明会の日程をお知らせいたしま
z 主催：NPO 法人 しんぐるまざあず・ふぉーらむ
す。
しんぐるまざあず・ふぉーらむ・福島
z 後援：福島県・郡山市・郡山市社会福祉協議会
主催／JCI 社団法人郡山青年会議所
z 申し込み方法：
所定の用紙で FAX にて事務局へ、もしくは
●お申し込み・お問い合わせ
お電話で母子福祉センターまで。
社団法人郡山青年会議所 事務局
z 連絡先：tel／fax ０２４−９４６−３５８５
〒963-800５
（留守番電話対応）
郡山市清水台 1-3-8 郡山商工会議所会館５階
tel ０２４―９２４−２９６３
tel ０２４―９３２―２２８９
母子福祉センター
fax ０２４−９３２−２８５７
※「独立行政法人 福祉医療機構子育て支援基金」
ｅ-ｍail：office@koriyama-jc.or.jp
の助成を受けて開催します。
URL : http://www. koriyama-jc.or.jp

この団体って？
郡山市社会福祉協議会は、社会
福祉法人格をもった民間の福祉
団体です。
郡山市社会福祉協議会ボランテ
ィアセンターでは、市民のみな
さんが「いつでも・だれでも・
どこでも」気軽にボランティア
活動に参加できるまちづくりを
目指して、さまざまな相談に応
じています。

参加者募集
「2006 夏・ボランティア体験プログラム」
第二次募集（活動先がなくなり次第終了）
施設やボランティアグループの中でボランテ
ィア活動を体験しましょう。素敵な出会いや
さまざまな人とのふれあい、交流をしましょ
う。
活動期間 ７／２４〜８／１８
●お申し込み・お問い合わせ
郡山市社会福祉協議会 ボランティアセンター
郡山市朝日１−２９−９
郡山市総合福祉センター１階
tel ０２４―９２４−２９６８
fax ０２４−９３２−６７６８

青少年のボランティア募集
青少年のみなさん、ボランティア活動を
通して自分に何ができるのか、社会とど
う関わっていくのかなどを考え、いろい
ろな気づきに出会ってみませんか。
受入れ施設・団体情報募集
青少年がボランティア活動できる機会
（募集情報）について、情報の掲載を希
望する施設・団体もあわせて募集します。

平成 19 年郡山市成人のつどい 企画委員募集
平成 19 年 1 月 7 日（日）午後に行う成
人のつどいに向け、企画運営に協力するボ
ランティアスタッフを募集します。8 月 8
日締め切り！
対象者：18 歳から概ね 30 歳までの郡山市
在住または在勤者で、企画委員会に
参加を希望する方

●お申し込み・お問い合わせ
郡山市教育委員会生涯学習課青少年係
（郡山市役所本庁舎５階）
tel ０２４−９２４−２４４１
fax ０２４−９３５−７８３４
ｅ-ｍail： shougaigakusyuu@koriyama.fukushima.jp

ボランティア、ＮＰＯ、市民活動情報

募集します！

みんなの掲示板

イベント情報

ちょっと小耳にはさんだ話やみなさ
んにお知らせしたいことなど、自由な
情報交換の場として活用してくださ
い。

活動団体主催のイベントなど、イベン
トコーナーに載せたい情報をお寄せ
ください。開催内容、日程、問い合わ
せ先など詳しい内容もお忘れなく！

きっかけ話・体験話

心に残ることば

市民活動のきっかけとなったできご
と、何気なく挑戦したボランティアの
ことなど、みんなにちょっと聞いても
らいませんか？
※匿名で掲載いたします。

活動中さりげなく言われたひとこと、
何年も経つのに忘れられないことば
など、そのときの気持ちとあわせて改
めて文にしてみませんか？
※匿名で掲載いたします。

期日締め切り

次回発行日の１ヶ月前まで受け付けます。次回発行日は１０／１です。

投稿方法

住所、氏名、年齢を明記の上、メール、ＦＡＸ、郵送でお送りください。
直接窓口でも受け付けます。

注意事項

この場に適当でないと思われる投稿については掲載をお断りする場合が
あります。

市民意見交流会を開催しました
Ｈ１８．６．１０（土）
アシストパーク郡山の事業に対する市民意見交流会を開催しました。
6 月 10 日にアシストパーク郡山で実施予定の各種事業に対して、広く市民の皆様の御意見
を伺い事業実施の際に役立てることを目的として市民意見交流会を開催しました。
当日は、アシストパーク郡山スタッフより事業の概要を説明し、10 名の市民の方に御参加
をいただき活発な意見交流が行えました。
意見交流会の中で、事業運営から自主企画の提案など幅広い内容の御意見・御提案が出され
ました。
交流会で出た御意見の主なもの・・
（１）アシストパーク郡山独自に実施するのも良いが、今後も今回のような市民の意見を取り
入れながら、事業対象者にあった効果的な講座・イベントの開催をしてほしい
（２）アシストパーク郡山が予定している講座等以外で、市内のボランティア団体や NPO 法
人等が協力して開催できないか
（３）機関紙の発行をしてはどうか
（４）今後、このような場（意見交流会）を設定してはどうか
アシストパーク郡山では、意見交流会での提案を尊重し、協力し合いながら運営して参ります。

ボランティアスクール、夏ボラに参加してきました
Ｈ１８．６．２０〜７．４ ／ Ｈ１８．６．１７〜８．１９
社会福祉法人 郡山市社会福祉協議会主催の「ボランティアスクール」と「2006 夏・ボラ
ンティア体験プログラム」に参加しました。
「ボランティアスクール」は６／２０〜７／４毎週火曜日の 13：30〜15：30 に開かれ、
参加者約 25 人で講義やワークショップを通し、支えあうまちづくりのための地域福祉につい
て学びました。講義の中では車イスに実際乗って、操作はもちろん、自動販売機で買い物をす
るとき選択ボタンが高い所にあると選びにくいことや、雨の時傘をさしながら車イスを操作す
るのは難しいことなどを知りました。
「夏・ボランティア体験プログラム」は、中学生以上の郡山市内在住または現在通勤通学中
の方が対象で、社会福祉施設またはボランティアグループの活動を体験するコースがあります。
事前研修を行い、活動先と調整の上実際の活動へとなり、活動中の心配事などはボランティア
アドバイザーの助言を受けることもできます。
活動後は事後研修会があり、みなさんからどのような報告があるか、今から楽しみです。
こういったボランティア活動勉強会は、社会福祉協議会のボランティアセンターが問い合わ
せ先となっています。関心のある方はぜひ一度参加されてみてはいかがでしょうか。
参加されたみなさんの、自分に何かできることはないかと積極的に勉強されている姿に、サ
ポートセンタースタッフとして自分も励まされる思いでした。これからみなさんと一緒に何か
出来たらと思います。

市民自主企画イベントの募集

よしだです。
アシストパーク
郡山にお気軽に
お越しください。

なかむらです。
暑さに負けず
がんばります。

やぎぬまです。
どうぞよろしく
お願いします。

かわいです。
お気軽に話し掛け
てくださいＮｅ！

みずのです。
フレッシュマン
精神でがんばり
ます。

アシストパーク郡山では、市内において活動しているボラ
ンティア団体、ＮＰＯ法人をはじめ任意のグループに対し、活発
な市民活動が行われる環境づくりの一環として、自主企画を募
集します。
・ 募集件数 ３件程度
・ 事業期間 平成１８年１０月〜平成１９年３月の間に実施でき
るもの
・ 募集内容 広く市民に対してボランティア活動や NPO 活動に
対する参加機会の提供や啓発を目的とした講座、
講演会、学習会、研修会、活動発表会等で広く市
民に対して公開される事業。ただし、単に団体等
の PR となるもの、公序良俗に反するもの、営利目
的のもの、特定の政党及び宗教を支持しまたこれ
を反対するようなものは除く
・ 応募資格 次のいずれにも該当する個人、団体
①主に郡山市内を中心にボランティア・市民活
動を行っている団体・グループ及び個人
②責任をもって事業の企画から運営までを自主
的に行うことができる団体・グループ及び個人
・ 応募期間 平成１８年８月８日（金）〜９月８日（金）
・ 応募方法 「自主企画イベント申込書」に必要事項を記入の
上、アシストパーク郡山まで郵送、ＦＡＸ又は持参
※申込書及び団体等に対するヒアリング等により、本事業の趣
旨に適合しているかを検討の上、自主企画イベントとして認
定するものとする。
８／１９、９／２ の土曜日午前１０：３０から、アシストパーク郡
山作業スペースにて市民自主企画募集内容・手続きについて
説明会を行います。
詳しくはアシストパーク郡山へお問い合わせください。

次回号予告
次回１０月１日発行です。
おもな内容は
 市民活動レポート（スタッフが取材します）
 活動団体 リレー紹介
 ＮＰＯ法人認証団体紹介

機関紙はここで入手できます
市内の各図書館、各公民館、
各行政センターなど

次回号は
１０月１日発行

編集後記
なお 10、11、12 月についての情報もおまちし
ております。
締め切り ９月３日（日）

発行・編集：アシストパーク郡山
〒963-8002 郡山市駅前二丁目 11 番１号
（ビッグアイ６Ｆ）
TEL･FAX ０２４−９２４−３３５２
E-Mail shimin-support@city.koriyama.fukushima.jp

暑中お見舞い申し上げます。
人生初挑戦の機関紙づくりと
なりましたが、なんとかここまで形に
できたのも、編集にあたりお忙しい中
ご協力いただきました皆様のおかげ
と、この場を借りまして厚く御礼申し
上げます。
皆様の市民活動に、微力ながら
お役に立ちたいと考えておりま
すので、今後ともどうぞよろ
しくお願い申し上げます。
スタッフ 水野・川井

