


 

自分たちのまちを自分たちで支えようと、日々活動している市民の力がたくさ

んあります。継続的に活動を続け、サービスの提供や、何かをつくりあげよう

とするボランティアやＮＰＯが、まちづくりにいきいきと責任を持って参加し

ています。様々な社会問題に対し「なんとかしなくては」という思い。市民活

動は、多くの人の志を集め、社会的な力に変えるしくみともいえます。 
 
そのひとつひとつの「思い」と「実現する力」と「積み重ね」が、わたしたち

の暮らしや心、地域を支える市民パワーの原動力。 
ボランティアも市民活動も「参加」して、何かを「感じ」 
合って、「楽しむ」ことではないでしょうか？ 

歌で響きあう 
Ｇｏｓｐｅｌ愛好会   代表 朴 今錫 

市民活動ってどんなこと？ 
ボランティア・市民活動の団体紹介①  

 

「ゴスペルの生まれたわけ、ひとつひとつの

歌の生まれたわけを分かち合うことによって

人の心が豊かになります。日本の方々にもゴ

スペルを広めたい、日本の方々と一緒に歌い

たい。」と代表の朴さんは言います。 
２００５年１１月末に郡山にやってきた朴さ

んは、徐々に活動の場を広げ、昨年あたりか

ら活動が活発になってきたとのこと。４月の

イースターや１２月のクリスマスは特に忙し

いので、一緒に参加して歌ってくれる人が多

くなるといいなと思うそうです。 
昨年、アシストパーク郡山の仲介で活動の場

がまた広がりました。「自分たちの歌を聞いて

涙を流して喜んでくれて、私たちもとてもよ 
かったと思いました。うれしかったです。」 
ゴスペルという音楽をとおして、ときには母

国文化をとおして、人種や宗教を越えた人と

人、心と心のつながりを大切にしています。 



  

こどもたちがほっとできる空間を 
ほっとスペース R  代表 宗像家子さん 

 

「こどもは頑張り過ぎていたり、自分を飾らな

くてもすむ居場所を求めている」と、宗像さん

が電話相談員をしているなかで感じたことで

す。 

不登校やひきこもりのこどもたちが、自宅以外

で安心・安全に過ごせる場所があったなら、こ

どもたちだけでなく親御さんも元気になれる

のではないか。そんな安心できる居場所を作り

たい、という強い思いが『ほっとスペースR』

誕生のいきさつでした。 

その居場所は市内安積町荒井にあり、土・日・

祝日を除く午前１０時～午後４時で、小学生以

上のこどもたちが利用できます。 

自分を飾らなくてもいいんだよ、疲れたのな

ら休んでもいいんだよ、自分の人生を自分の

足で歩き出せるためのドアを開ける力を『ほ

っとスペースＲ』で蓄えてほしい。 
こどもたち自身の中で眠る無限の力に気づく

日を、宗像さんは優しく見守っています。 

 

共に学びあえる生涯学習のまちづくり 
郡山生涯学習ボランティアの会  代表 樋口靖さん 

「教育は与えられるものではなく、自分が獲得

するものとなってきました。みずから進んで学

ぶことの楽しさを知り、学ぶことは人間として

成長していくことであると言われています。」

と代表の樋口さん。 
「生涯学習ボランティアコーディネーター養成コ

ース」を受講し、資格を取ったメンバーの中か

ら、「私たちの知識が社会に生かせれば。」「受

講の成果を生かして地域社会に役立てたい。」

という思いを胸に２００３年５月に発足。会員

はみんな何らかの得意分野を持っています。 
これまで市民文化祭や公民館事業に参加し、 
イベントの運営などに携わってきました。 

幼児から高齢者まで、かけがえのない人生を

心身ともに健全で、明るく楽しくより豊かに

生きがいのある日々をすごすために大切なも

のは何か。新しい社会の動きの中で、現在求

められているもの、自分たちがやりたいこと、

できることは何かを、毎月の月例会などで会

員の仲間と築きあげています。 



 

イベント・募集 
情報 

第 8回 Music Worrior 

～音楽に秘められた可能性～

チャリティーコンサートを開催いたします。 

どうぞご参加ください。 

● 日時：２００７年６月１０日(１１時～１９時)

● 場所：郡山市郡山駅前広場 
● 入場料：無料 
● 主催：Music Worrior 実行委員会 

● 後援：郡山市、郡山市教育委員会、独立行政

法人国際協力機構二本松青年海外協力隊訓

練所、社会福祉法人郡山市社会福祉協議会、

日本赤十字福島県支部郡山市地区他 

 

● お問い合わせ 
Music Worrior 代表 本田 一浩 

090-9749-0781 

Ｅ-mail：kaju1977@ezweb.ne.jp 

http://ip.tosp.co.jp/i.asp?i=muwo2003 

第６回ファミリーフェスタ「文楽祭」 参加団体&ボランティア募集 

「家族的な関係を築こう！」というテーマのもと、みんなでお互いの大切さを実感して

もらえたらと思います。歌や劇、ゲームなどを通じて楽しくみんなで盛り上がります。

是非、ご家族やお友達と、多くの方々のご参加お待ちしております。 

 また、このイベントを更に楽しみ、かつ将来の勉強のためにも一緒にボランティアや

スタッフとして参加したい方を募集しています。裏方から表舞台まで様々にあり、多く

の人たちとの交流もできます。興味のある方は是非ご連絡下さい。 
●日時･･･２００７年６月１６日（土）１２:３０開場 １３:００～１６:００ 
●場所･･･郡山市公会堂 
●参加費･･･無料 
 
●主催 文楽祭実行委員会 
●お申し込み・お問い合わせ 

市民ボランティアサークルＰ‐ＰＯＰ 

   tel ０９０-７５６７-２７９８（永井） 

   E-mail：s_v_net＠hotmail.com 

    http://www.geocities.jp/bunrakusai/ 

この団体って？ 
Music Worrior とは音楽活動及び市民活

動を通して、まちづくりの推進、福祉活

動、文化活動、国際交流に寄与すること

を目的とし２００３年３月に設立。市の

公共施設などを利用して、年2回チャリ

ティーコンサートを開催して、国際災害

緊急支援及びアフリカ難民支援を行なっ

てます。 

この活動を行なうことにより、多くの若

者、高齢者、障がいを持った方などが、

音楽を共通に、コミュニケーションの場

となり地域活性化することも目的の一つ

となっています。 

尚、これまでの募金総額は８８９４４円

で、集められた募金は日本赤十字を通し

て、全額、現地に送られます。 

参加団体募集について 
応募の中から３団体を選定させ

ていただきます。「親子の絆」の

テーマをもとに、音楽、劇、絵

画、合唱、漫才などの文化発表

を考えて下さい。 

募集締め切り：４月３０日（月）



 

平成 19年度「きらめく水のふるさと磐梯」湖美来基金 

水環境保全活動支援事業募集 

 

●助成内容  猪苗代湖及び裏磐梯湖沼流域において、水環境保全に関する実践 

活動、調査研究活動、普及啓発活動等を実施している（ または 

実施しようとしている ）個人または団体に対し、その活動経費 

を助成します。 

●助成金額  1 団体あたり20万円を限度として助成 

●募集期間  平成 19年度3月 1日～5月 10日（木）の間に下記申込先へ 

       持参または郵送。 

●申込先   猪苗代湖・裏磐梯湖沼水環境保全対策推進協議会 

        〒960-8670 福島市杉妻町2-16 

        福島県生活環境部環境保全領域水環境グループ内 

                電話(024)521-7258  FAX(024)521-7927 

        Ｅメール kosuikyo@ht-net21.ne.jp  

●詳細参照  http://www.ht-net21.ne.jp/~kosuikyo/ 

 

 

 

 

藤本倫子環境保全活動助成基金（第2回） 

 

●助成内容  環境教育や環境保全活動などを積極的に実践する団体または個人 

を対象に、活動資金の一部を助成します。 

       対象は、日本国内で環境教育や地域の環境保全活動を行う営利を 

       目的としない団体または個人で、申請には所定の推薦が必要です。 

●助成金額  1 団体 30万円を上限として助成 

●募集期間  （第 2回）4月 2日～５月15日（消印有効） 

●申込先   財団法人日本環境協会 

       「藤本倫子環境保全活動助成基金」運営管理委員会事務局 

        〒106-0041 

        東京都港区麻布台1-11-9 ダヴィンチ神谷町２階 

        電話(03)5114-1250 FAX(03)5114-1250 

●詳細参照  http://www.jeas.or.jp/ 
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特定非営利活動法人　郡山のびのび福祉会

認証年月日 平成15年3月19日 この法人は、乳幼児、学童、及び障害児に対し
て、保育・教育に関する事業を行うとともに、障
害児・者ならびに、その家庭に対してのケアーサ
ポート、障害者に対しての小規模作業所に関する
事業を併せて行い、社会福祉に寄与することを目
的とする。

代表者名 安田悠方

事務所所在地 郡山市富田町字細田５５番地の４

電話番号 ９３３－７３５０
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特定非営利活動法人　福島県パートナードッグ普及委員会

認証年月日 平成15年5月28日
この法人は、２００２年１０月の身体障害者補助犬法の制定を受
け、介助犬の育成と普及を活動の主たる目的として設立する。会
員は動物介在療法あるいは動物介在活動を通して、高齢者や社会
的弱者がより心豊かな生活ができるように、また犬の飼主自身が
自分の犬へのしつけを通して、人と犬とのよりよいパートナー
シップを築き、自分の家庭のみならず地域社会がより明るく、暖
かみのあるものになるように、さらには犬とのスキンシップを通
して、ともすればすさみがちになる青少年の心の健全育成に寄与
することを目的として活動を行う。

代表者名 菊池和彦

事務所所在地 郡山市熱海町高玉字抜山１番地の１

電話番号 994-0811
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特定非営利活動法人　北東文芸協会

認証年月日 平成15年6月23日 この法人は、地域社会における文化活動を通して
小説、詩、短歌、俳句、美術、音楽など文芸、芸
術の振興及び参画する人々の文化度の向上促進を
目指し、地域社会の文芸、芸術精神活動の活性化
に寄与することを目的とする。

代表者名 星亮一

事務所所在地 郡山市中町１１番地５号

電話番号 933-5020
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特定非営利活動法人　あさか野

認証年月日 平成15年6月25日 この法人は、河川清掃事業、河川環境講演事業、
子どもと高齢者の交流事業、ペット公園墓地運営
事業等を行い、高齢者の雇用創出を含め、環境の
保全・浄化、子どもの健全育成、社会福祉の増
進、及び文化の振興とまちづくりの推進を図り、
地域社会に寄与することを目的とする。

代表者名 赤井正輝

事務所所在地 郡山市富久山町久保田字大久保７０番地１

電話番号
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特定非営利活動法人　福島県シックハウス研究会

認証年月日 平成15年7月10日 この法人は、健康で快適な住環境を確保する為
に、健康的な住まい作り、日常生活に必要な家具
調度品、食品、衣料品と化学物質との関係等を研
究し、情報の収集、提供、セミナーの開催を通
じ、化学物質に対する認識を高め、県民の快適な
日常生活を確保することにより、社会に寄与する
ことを目的とする。

代表者名 松本良一

事務所所在地 郡山市安積二丁目２６１番地の２

電話番号 945-8607
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特定非営利活動法人　ヒーローズ・プロジェクト・ジャパン

認証年月日 平成15年7月30日
この法人は、地域通貨の発行管理や循環にかかる各種事業を通じて、生活者
（市民）及び市民活動団体等のマネジメント力を向上させるとともに、地域の
資源を活かした地域経済の創造・再生を図ることにより、生活者が真に求める
マチづくり、そして夢づくり事業を推進し、もって市民社会の構築に寄与する
ことを目的とする。学生が人や社会、自然とのかかわり、体験を通じて学び、
学校や家庭、特に地域社会の中で自らの役割を認識して行動・実践することに
つなげていくことができるような、体験的な学習プログラム＆事業の企画・開
発を目的とする。インターネットや携帯電話等のモバイルツールを活用し、プ
ロジェクトの活動内容情報等を発信しながら、生活者のマチづくりニーズを受
信できるインタラクティブな生活者の情報プラットホーム（新メディア）の構
築を目的とする。

代表者名 白石昇央

事務所所在地 郡山市富久山町福原字福原１７０番地の１

電話番号 922-3887
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特定非営利活動法人　ふくしまユニバーサルデザイン

認証年月日 平成15年8月1日 この法人は、ユニバーサルデザインの理念のも
と、産業、行政、教育、生活者と積極的に連携
し、ユニバーサルデザイン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
ことを目的とする。

代表者名 佐々木善壽

事務所所在地 郡山市大町１丁目３番13号　㈱プロダクトワン

電話番号 938-6102
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特定非営利活動法人　住環境整備センター

認証年月日 平成15年9月24日 この法人は、高齢者及び障害をもつ人々に対し
て、住環境整備に関する事業を行い福祉に寄与す
ることを目的とする。代表者名 高橋憲夫

事務所所在地 郡山市開成３丁目５番１号

電話番号 922-3941
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特定非営利活動法人　クローバー福祉会

認証年月日 平成１５年10月　1日 この法人は、郡山市及びその周辺の高齢者、障害
者、その家族の人たちに対して、地域生活をする
ために必要な事業を行い、地域福祉の発展に寄与
することを目的とする。

代表者名 吉田美津子

事務所所在地 郡山市富久山町八山田字節上原２－２５０

電話番号 935-7052
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特定非営利活動法人　宙の仲間たち

認証年月日 平成15年10月30日 この法人は、地域の人々が年齢、性別、人種、障
害有る無し等にこだわらず、それぞれの違いを認
め合いながら個々の可能性を地域の中でより良く
活かしつつ、生活出来るように成る事を目指し、
福祉の増進及び向上に関する事項等を実施する事
により誰もが安心して暮らすことが出来るように
なる事を目的とする。

代表者名 兼田文子

事務所所在地 郡山市富久山町久保田石堂６３番３号

電話番号

県の認証を受けて法人設立となった「特定非営利活動法人」一覧です。
表の右側には定款に記載された目的を掲載しました。
これは、あくまでも主たる事業に関する目的であり、NPO法人の活動を
限定するものではありません。
（この内容は県のHPからでも確認できます。
　　　　　　　　http://www.pref.fukushima.jp/npo/npo_houjin_ichiran.htm）



  

ご出身は？ 
「郡山市です。大好きな逢瀬川の桜を見て育

ちました。」 
 
ご趣味は？ 
「旅行です。このごろは家族旅行が中心で

す。本を読んだり地図を見たりして、旅の

計画をすることも大好きです。」 
 
活動をはじめるきっかけは？ 
「花のある暮らしが大好きで、たんぽぽだっ

たらどんなふうに飾ろうかなぁ。ひまわり

だったら…桜だったら…幼い子どもがア

レンジしたらどんなふうになるだろう…。

親子でおしゃべりをしながらアレンジし

たら楽しいだろうなぁ…などと思いなが

ら自分なりに楽しんでおりました。それが

少しずつ広がり、『教えて下さい』と言っ

てくださる方が増えて来た事がきっかけ

です。」 
 
活動してきて印象に残ったことは？ 
「“教える”という仕事をはじめて 10 年が

過ぎました。お子様のアレンジ教室では

『お父さん、お母さんほめてくれるかな

ぁ？』と目を輝かせる子ども達、子どもな

らではの豊かな発想にびっくりしたり、

『腰が悪くてなかなか動けないけれど毎

月一回のアレンジメントだけは続けたい

の、楽しいよ。』と言ってくださるご年輩

の方の言葉に感謝したりと、私を成長させ

てくださっている方々と共に大好きなお

花で仕事ができる喜びでいっぱいです。」 

今後の抱負をお聞かせください。 
「『プリザーブドフラワーは、枯れなくて良

いけれど値段が高くて…』とおっしゃる

方が多いのですが、デザインやテクニッ

ク次第でリーズナブルな価格で素敵なア

レンジメントができます。高価な花を使

ったアレンジだけが美しいのではなく、

心を込めて作成したアレンジこそが美し

いと私は思います。プリザーブドフラワ

ーはもちろん、いろいろな種類の花材を

使って楽しく楽しくレッスンできるよう

な教室づくりに努めたいと思います。そ

して心豊かな生活の一部にしていただけ

たらと願っております。」 
 
読者の皆様にひとこと。 
「春らんまん、ご自宅の庭にチューリップ、

ムスカリ、すいせんなどカラフルな花が 
咲く頃ですね。普段使いの食器やコップ 
にお花を入れてみてください。部屋の中 
にも春風がとどきますよ。」 

今回ご紹介いたしますのは伊藤礼子さんです 

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 

 

次回は伊藤さんの紹介で高野廣恵さんの予定です。お楽しみに！ 

フラワー教室の他にカルチャースクールや

小学校ＰＴＡ主催行事の講師をさせていただ

いております。花材は注目のプリザーブドフ

ラワーをはじめ生花、アートフラワーなどで

す。楽しいと思っていただけるレッスンにし

たいと日々努力をしております。 

親子で楽しむ 
フラワーアレンジ 
メントのようす。 
親子で相談しながら

ひとつの作品を 
完成させて 
いくんですよ  

 



 あなたの作品展を開きませんか 
 

市民団体・ＮＰＯ法人・保育園、幼稚園、小中高校など学校関係者の皆様へ 
イオンタウン郡山コミュニティースペース無料貸し出しのご案内 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
● 貸し出しスペースと料金 

 イオンタウン郡山おしゃれ館内コミュニティースペース（約２０坪） 
 備え付けの備品（机、椅子、パネルなどが若干数あります。事前にご相談ください）
 料金は無料でお貸ししております。 

 
● 利用できる内容 

写真展、絵画展などの作品展や体験教室など市民団体や学校団体の方のための発表の

場とさせていただきます。そのため、物販販売等民間企業の方のお申し込みはご遠慮

ください。 
また、内容によりお断りする場合も 
ございますのでご了承ください。 

 
● 貸し出し期間 

概ね１週間～２週間の期間での 
貸し出し期間とさせていただきます。 

 
● 立会いと搬入・搬出について 

期間中の営業期間内は事故防止のため立会いをお願いいたします。搬入・搬出は全て

利用者側でお願いいたします。また、作品の紛失や破損などの責任は利用者側の責任

にてお願いいたします。 
 

● お申し込みについて 
専用の申し込み用紙にご記入の上、お申し込みください。 
申し込み日は開催予定日の６０日前からとさせていただきます。 

 
● お問い合わせ先：いまじん工房 今川まで（０９０－４８８５－１８６５） 

只今イオンタウン郡山では、 
地域社会への貢献の取り組みとして、 

各種団体や学校関係者の皆様へショッピングセンター内の 
コミュニティースペースを無料で開放しています。 

皆様の作品展示などにご利用ください。 



 

譲ってください！ 
私たち委員会での会議用のテーブルを求む！ 
４～６人用のテーブルとイスを 
無料提供してくださる方、 
連絡お待ちして 
おります！ 

 
 
 

●連絡先 
    ふくやま夢まちづくり委員会 

担当：佐久間 
E-mail zin@utsukushima.tv 
tel ０９０―１４９３－１９３９ 

平成１９年度の「ボランティア活動保険」の受付を開始します 
ボランティア活動を安心して行なっていただくために平成１９年度（平成１９年４月１日から平成２０

年３月３１日まで）のボランティア活動保険の申込を開始します。 
 

加入申込者社会福祉協議会およびその構成員・会員ならびにボランティア個人またはボランティア 

グループ、ＮＰＯ法人またはその所属の無償のボランティア 

（ただし、社会福祉協議会に登録または委嘱されていることが必要） 
 

被保険者（補償の対象となる方） 

ボランティア個人 

     ボランティアの監督義務者・ＮＰＯ法人（賠償事故のみ） 
 

対象となるボランティア活動 

     日本国内における「自発的な意思により他人や社会に貢献する無償のボランティア活動」で、

下記の①～③のいずれかに該当する活動とします。 

① グループの会則に則り企画、立案された活動であること 
（グループが社会福祉協議会に登録されていることが必要） 
② 社会福祉協議会に届け出た活動であること 

③ 社会福祉協議会に委嘱された活動であること 
 

掛 金 基本タイプ  Ａ 280円   Ｂ 460円    Ｃ 650円 

    天災タイプ 天災Ａ 520円  天災Ｂ 880円  天災Ｃ 1280円 

 

●加入申込手続き・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 

      郡山市総合福祉センター１階 
        tel ０２４―９２４－２９６８／fax  ０２４－９３２－６７６８ 

この団体って？ 
地域のために活動している人がいる。

夢をもって働いてる人がいる。スポー

ツに芸術に学問に個性を光らせる人

がいる。 
まちのかたちが移り変わってゆくな

かで、友人・知人のネットワーク、地

縁のネットワーク、団体・業界のネッ

トワークを越えてふくやまを見つめ、

知り、考え、行動するための新たなネ

ットワークが必要です。私たちふくや

ま夢まちづくり委員会は、そんなネッ

トワークを創って行く活動をしてお

ります。 

・各プランの保険料

（掛金）を引き下げ

ました 
・各プランの死亡保険

金額をアップしま

した 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   ◆資源価値の高い『アルミ（缶）』を集めて車椅子に交換する活動は、実際全国的にも 
    行なわれておりますが、「プルタブ」も「缶本体」も同じアルミですので、回収する 

ときは、『アルミ缶』をそのまま回収した方が効率的にいいそうです。 
なぜ「プルタブ」の話が全国的に広まったのか、までは調べ切れませんでした。 

     
 

◆同じような話で『タバコのラベル・銀紙』『割り箸の袋』なども 
あるようですが、根拠の無い噂だったみたいです。 

    これら噂の発端は、企業などが行なった懸賞やキャンペーンが、 
その終了後も情報だけが一人歩きしていることも 

    要因の一つのようです。 
 
 
 
 

①プルタブにこだわる事無く「アルミ缶」「新聞・雑誌」「ビン」等を回収する。

 
       ②回収業者に持ち込み現金化する。 

（引き取り業者等は、市役所清掃課で確認して下さい。） 
 

       ③車椅子を購入し、施設等に贈る。 
           ※上記の記事は「NHK ボランティアネット」を参考にしました。 

解決のヒント 

『車椅子』を施設等に贈るために、『プルタブ』を集めてい

る団体があると聞き、私達の職場で回収運動をしました。

引き取ってくれる団体を教えてください。 

この様な問い合わせは、全国的にも

結構多いので調べて見ました。 

 

 
よ く あ る 質 問 Q&A 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 19年度 損保ジャパン記念財団 社会福祉助成 

 

●助成内容  平成 19年度中に、社会福祉の分野でＮＰＯ法人の設立を計画して 

       いる団体（※）に対して、法人設立に関する費用を助成します。 

       法人設立に関する費用（会合費、人件費、機材費、その他）であれば 

       一切使途は問いませんが、１９年度末の段階で助成金の支出明細表の 

       提出が必要となります。 

       （※）障害者、高齢者を対象とした、主として在宅福祉に関する活動。 

●助成金額  １団体 30万円 

●応募期間  19 年 4月 1日（日）～4月 30日(月)まで（当日消印有効）の間に 

下記申込先へ郵送。 

●申込先   〒160-8338 

       東京都新宿区西新宿1-26-1 損保ジャパン本社ビル37階 

       損保ジャパン記念財団 社会福祉助成係 

       電話(03)3349-9570  FAX(03)5322-5257 

       E メール fvgp3340@mb.infoweb.ne.jp 

●詳細参照  http://www.sompo-japan.co.jp/foundation/ 

 

助成内容、申請についての詳細は、募集要項をご覧ください。 

募集要項・申込書は、各助成先へ請求するか、 

ホームページからダウンロードしてください。 

ご不明な点は、アシストパーク郡山にお問合せください。 

 



 

 

市民活動レポート 

今回ご紹介するのは、前々回発行のあしすとぱあく１０月号のイベント情報でも登場しました、 
NPO 法人 ふくしまユニバーサルデザインです。代表の佐々木善壽さんにお話を伺いました。 

活動分野 社会教育・まちづくりの推進など 

活動内容 UDの啓蒙・普及・調査・研究など 

活動目的 UD の理念のもと、産業、行政、生活者と積極的

に連携し、UD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する。 

活動連絡先 郡山市大町１丁目３-13 ㈱プロダクト・ワン内

     TEL024-938-6102 FAX024-927-0016 

      http://www.f-ud.jp/ 

わたしたちを取り巻く環境 
私たちの安全、安心な社会づくりの前には、まだまだ大きな課題が残されています。ＦＵ

Ｄでは現在約８０名の会員がそれらの課題について活動しています。できるだけ多くの人

が公平で安心・安全・快適な生活が送られるよう、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」「ものづくり」「しくみづくり」を、セミナーや社会

実験などを通して身近なところからみんなで一緒に考えていきませんか？講座など定期的

に開催しておりますのでどうぞご参加ください。

核となる人材・組織づくり 

NPO法人ふくしまユニバーサルデザイン（ＦＵＤ）は、福島県デザイン振興会を母体に

２００３年に発足。これからの社会で必要とされるデザイン、ものづくりはどうあるべき

かを、専門業界だけでなく、いろいろな分野の人や市民と一緒に、ユニバーサルデザイン

（ＵＤ）について研究し、新たな活動を展開していく市民参加型の目的で設立。今年９回

目を迎えるふくしまユニバーサルデザインフェアの中核的な担い手として活躍しています。 

また、出前講座やセミナー、ワークショップの開催、先進事例のリーフレットを発行する

など、ユニバーサルデザインの普及・啓発にも力を入れています。  

ご案内 
ＮＰＯ法人ふくしまユニバーサルデザイン第４回定期総会 
日時 平成１９年４月１４日（土） 

午後４:３０～５:００ 
場所 郡山ビューホテル４階「パラシオ」 
記念講演 午後５:００～６:００ 

「人支援システムにおけるユニバーサルデザイン」

講師 福島大学副学長 小澤喜仁氏 
入場無料 

ご参加おまちしております 

ユニバーサルデザイン（Universal Design）とは 
ユニバーサルデザインの提唱者はノースカロライナ州立大学（米）のロナルド・メイスです。

自身も身体に障害をもつ彼は１９８０年代、それまでのバリアフリーの概念に代わって、「でき

るだけ多くの人が利用可能であるように製品、建物、空間をデザインすること」をユニバーサ

ルデザインとして定義しました。ユニバーサルデザインは、“すべての人が人生のある時点で

何らかの障害をもつ”ということを発想の起点としている点で、それまでのバリアフリーデザ

インとは大きく異なります。 

年々増加 

ふくしまユニバーサルデザイン

フェアは、毎年県内外から幅広

い参加者が集まります。出展テ

ナント１００件以上、入場者１０

０００人以上と、回を重ねるごと

にその反響が高まっています。 

これからの夢 
県内にユニバーサルデザインセ

ンターを設立し、人材育成や講

師派遣、他県や世界のユニバー

サルデザインについての情報収

集、発信などをおこなっていき

たい希望があります。

ふくしまユニバーサルデザインフェアの様子 



 １月６日  ２月１１日  ２月２５日  ３月１８日 

自主企画開催 

２月１０日  ２月１７日  ３月３日

専門講座開催 

社会貢献を目的として地域で活動する方々を対象に、３つのマネジメント講座を開催

致しました。 
 ２月１０日の企画力向上講座では、プランニングや業務の改善にはどんなポイン
トがあり、そのために必要なものは何かを学びました。 
 ２月１７日の簿記入門講座では、団体運営には欠くことのできない簿記の基本仕
訳を学びました。 
 ３月３日の広報基礎講座では、「人に伝える」という基本的な考え方から効果的
なチラシ作りについて、プロのアドバイスを受けました。 

「もっとじっくり受けたい講座だった」「また開催してください」と、いずれの講座

もとても好評でした。身近な問題解決に向け、今後も開催していきます。ご参加いた

だいた３８名のみなさま、お疲れさまでした。 
マネジメントでお困りの方、一度アシストパーク郡山へご相談を！ 

   

  

第２号 わくわく子育て交流会 第３号 生ごみで堆肥を作りませんか 

第１号 第２回アシストパーク交流会 第４号 楽学ボラのススメ 

この自主企画は、市内で活動している市民活動団体の方とアシストパーク郡山において、

協働の取り組みにより何かできないかと考え実施いたしました初めての事業でした。 
それぞれが活気にあふれ、とても充実した開催となりました。主催団体のみなさまと参加

されたみなさま、総勢１９０名の方々、ご参加ありがとうございました。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ◆平成 18年度の利用状況についてお知らせします。（H18 4/1～Ｈ19 2/28） 

情報コーナー 会 議 室 機  材 （団体） 各種相談 

（人） （組） （人） 印刷 コピー 紙折 （組） （人） 

軽 易 

相 談 

   7,200  46 214   20    20    4 126  151   862 

  ※相談内訳 N P O 関 係  53件（法人格取得全般、マネジメント、会計） 
        ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ関係  48件（障害者関係、清掃、手話、子育て、動物、仲間作り） 
        そ の 他  25件（センター利用等） 

※軽易相談は「アシストパーク郡山」業務以外の各種相談（観光、イベント、ﾋﾞｯｸﾞｱｲ施設） 
 
 
 
 
 

 

 
◆登録数（平成 19年 2月 28日現在）   29団体   ６個人 

アシストパーク利用状況 

 
○ボランティアがしたい 
○NPO法人を設立したい 
○打合せ場所を貸してほしい

○チラシを作りたい 
○イベントを開催するので 
支援してほしい 

ボランティア 

NPO 

 

に関することは 
何でも御相談下さい。 

お問い合わせはアシストパーク郡山へ！ 

自主企画・イベント募集 
アシストパーク郡山では、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。 
受付期間 平成１９年４月１０日～５月１８日 

募集件数 １０件程度 

事業期間 平成１９年６月～平成２０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 

※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します。 

市民意見交流会 
６月開催予定 

今後の当センターの事業実施にあたり幅広い

市民の皆様のご意見をお聞かせいただき、よ

り効果的な事業運営に向けた取り組みについ

て話し合う市民意見交流会を、昨年に引き続

き、今年も開催いたします。 
現在、ボランティア活動やＮＰＯ活動をして

いる方をはじめ、これから活動をしてみたい

と考えている方を対象に、こんな講演会や講

座を開催してほしい、こんなことを企画してほし

いなど、さまざまなご意見をお待ちしており

ます。 

詳細はチラシでお知らせします  



 

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 
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。 
 

イベント情報 
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 
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。

心に残ることば 
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。 

 次回号予告  
 次回は７月１日発行予定です。 
おもな内容は、引き続き 

 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 

の他に、市民活動をするにあたり、拠点となる施設の 
紹介をします。 
なお７、８、９月についての情報もおまちしております。

締め切り ６月３日（日） 

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。 

スタッフのやぎぬまです。 
アシストパーク郡山、オープンして２回

目の春を迎えました。更なる飛躍の年と

なるよう、本年度もみな様とともに市民

活動をサポートしていきたい 
と思います。どうぞ 
よろしくお願いします。 

編集後記 
楽しいことがたくさん起こりそうな予感をさ

せる季節となりました。毎年春先はなぜか忙し

く、桜並木をゆっくり散歩したい思いは、いつ

も来年の抱負となっていました。郡山で迎える

４回目の春。今年こそはのんびり眺めてみたい

なぁ。おすすめスポットご存知の方、是非教え

てください。毎年花粉症のキャリアを更新し続

けている私ですが、がんばって 

でかけてみます。 

みずの 

 

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 男女共同参画課〕 
〒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 

次回は 
７／１発行 

ボランティア・市民活動に関するお問い合わせは

郡山市社会福祉協議会ボランティアセンター 
またはアシストパーク郡山へ 

あしすとぱあく（機関紙） 
市内の小・中学校、高校はじ

めとした教育機関、公共施設、

ＮＰＯ法人団体など市民活動

関連機関に、毎回1500部を

発行しています。 

平成１９年能登半島地震について 
平成１９年３月２５日に発生した能登半島

地震では、家屋の倒壊等の各地で甚大な被

害が発生しています。アシストパーク郡山

では、郡山市社会福祉協議会ボランティア

センターと連携し、市内の支援情報、被災

地の最新情報の収集に努めてまいります。 
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