


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 

アシストパーク郡山では、偶数月に一度、市民活動

井戸端会議「ぐう・ちょく・ぱぁく」を開催し、毎回

テーマに沿って率直な意見交換をしています。 
 「ぐう・ちょく・ぱぁく」について、今回号の特集

ページでご紹介いたします。 

 
 
 
 
 
 
 

                                
                                
                                
                                
                                

                                
                                

4月 26

開催した「

く・ぱぁく

す。協働に

い思いに意

あいました

持っているものを持ち寄ることが大切なのではないでしょうか。」

いのかと思います。」 

そのための話し合いの機会が、さらに必要だと思います。」 
日（土）に

ぐう・ちょ

」の様子で

ついて、思

見を述べ 

。 

 

Ｎさん「協働を難しく考えず、何かに頼るのではなく、自分たちができること、
託

い

Ｓさん「協働をする上で『対等の立場』とありますが、例えば委託の場合、委

する側とされる側があり、そこでの対等の立場を、どのように考えれば
成

。

Ｉさん「協働するには、組織のそれぞれの立場や違いをよく理解して、目的達

のために信頼関係を築いて、責任分担を明らかにすることが大切ですね



 
 
 
 
 

 

Ｓさん「スーパー等でもらったレジ袋をいつも持ち歩いています。買い物

レジ袋はもらわないようにしています。」 

Yさん「会議などには『マイ箸』を持ち歩き、移動の際はなるべく車を使

ようにしています。」 

６月 21日（土）に開

催した「ぐう・ちょく・

ぱぁく」では、郡山市生

活環境課伊藤企画係長

に、地球温暖化の現状と

郡山市の環境保全 の

取り組みについて説

明をお願いしました

Ｉさん「個人の努力だけでは限界があると思うので、行政や環境問題に取

でいる団体はもちろん、さまざまな団体が、協力して見直す必要が

ではないかと考えています。」 

設

つ

る

い

加

ください。  
へ

の際に

わない
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り組ん

あるの

 

これからも毎回テーマを

けて、皆さんが市民活動に

いて率直な意見を交換でき

場としていきたいと考えて

ます。どうぞお気軽にご参



 

 

 

連絡先   

〒963-8876郡山

TEL・FAX 024-

E-mail  asakano@

ブログを開設してい

http://asaka

活動日 

   月～金曜日 10時～

私たち、あさかの

文化・芸術を通して

育ちあえることを 

大切にしています。

今回ご紹介するのは、「あし

運営委員長の丸

  
《こおりやま市民活動レポート》
皆さんの普段の生活の

中で、元気になれる場所は

なぜ「生の舞台」なの？ 

 「文化・芸術は心の栄養」。

子ども劇場では、プロの生

の舞台ならではの心おどる瞬

間や感動を、仲間や親子でい

っしょに体験します。 

いろんな舞台をまんべんな

くみることで、感性を豊かに

してほしいと願っています。

 

どんなひとが参加できるの？ 

楽しいことの好きな方なら

どなたでも！おとなだけでも

OK！「心の栄養」について、

いっしょにお話しませんか？

市麓

93

ye

ます

no

15

子ども劇場は、 

、 んなで 

 

すとぱあく イベント情報」でも以前登場しました、あさかの子ども劇場です。

本智佳子さん、事務局長の近野浩美さんにお話を伺いました。 

 

 子ども劇場 
全国に約 700ヶ所、福島県内に

は 15ヶ所ある非営利団体です。 
 

あさかの子ども劇場 

郡山に誕生してから２４年にな

ります。０歳からおとなの方まで、

約300人の会員の方がいます。 
み

山

2-

llow

。

ko.j

時

※７ペー

ありま

て、いっ

場所はあ

いろん

とで、い

る。あさ

て、そん

つけられ
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どんなことをしているの？ 
☆例会活動☆ 

 プロの劇団、アーティストの

「生の舞台」をみんなで鑑賞し

ます。舞台裏も見学できるの

は、子ども劇場ならでは。 
 

☆自主活動☆ 

 スイカ割りなど、みんなでや

りたいことを、みんなで企画し

て楽しみます。 
 

☆その他☆ 

 運動会やお祭りなど、楽しい

こと盛りだくさんです。 
ジもごらんください。

すか？世代を超え

しょに学びあえる

りますか？ 

な人と出会うこ

ろんな発見ができ

かの子ども劇場っ

な「気づき」を見

る場所なんです。



 

の

代

出

合

読者

ワ

ずさ

ふ

の企

るフ

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 

ご出身は？ 
郡山市です。 

 
ご趣味は？ 

読書・観劇・睡眠・楽しいお酒とワーク

ショップです。 
 
具体的にどんな市民活動をしているのですか？ 

ワークショップという手法をご存知です

か？ 
例えば地域の問題を解決しようとすると

き、誰かの一方的な声だけでなく参加した

全員がコミュニケーションを取りながら合

意形成できる会議となるような場を運営す

る一つの方法です。 
「ふくしまワークショップ倶楽部」とい

う団体に所属し、その手法を活用して主に

『住民参加型まちづくり会議』の企画・運

営・進行などのお手伝いをしています。 
  

活動をするきっかけになったできごとは何です

か？ 
2003年に福島県地域づくりコーディネ

ーター養成講座を受講したことから、ワー

クショップの魅力にとりつかれました。 
この手法を使って誰かの問題解決のお手

伝いができたら嬉しいなと思ったのが始ま

りです。 
 

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？ 
ワークショップを体験していくうちに、

初めて出会った見知らぬ同士、バラバラな

個性を持った方達が、同じ思いを共有する

ことで生まれる一体感をいっしょに感じる

ことができたとき、今日は楽しかった！と

参加者の方に笑顔で言って頂けたとき、や

ってて良かったと思います。 

次回は、影山さんの紹介で松井優子さん
 

の皆様にひとこと。 
ークショップは「まちづくり」に限ら 
まざまな場で活用できる手法です。 
くしまワークショップ倶楽部では会議

画や会議の運営・進行のお手伝いをす

ァシリテーターの派遣などをしていま

ぜひ興味を持ってください。 

今回ご紹介する

のは、影山温子

さんです 
写真は公園をつくるワークショップ

風景です。参加者は小学生から７０

の方までの男女混合。全員が意見を

し合って楽しい公園を作ろうと話し

っています。 

の予定です。お楽しみに！ 



イベント・募集 
情報 

 

 

 

 

社団法人 郡山青年会議所では、企業の力向上講演会として、国際的に高い評

価を受けている方をお招きして、講演会を開催します。 

この機会に、社会に貢献することの大切さを改めて考えてみてはいかがでしょ

うか。皆さまのご参加をお待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 
● 日  時：平成20年７月29日（火） 
● 場  所：ビッグアイ７階 大会議室 
● 時  間：１８:００～（受付開始１７:３０） 
● 参 加 費：無料（入場整理券が必要） 
● 定  員：200名（定員になり次第締切） 

● 申込締切：７月21日（月） 

 

● お問い合わせ・お申し込み ● 
社団法人 郡山青年会議所 

   〒963-8005 郡山市清水台１-３-８   tel 024-932-2289 

               http://www.koriyama-jc.or.jp/ 

                    E-mail  office@koriyama-jc.or.jp 

講師  金井 昭雄氏  （㈱富士メガネ会長）
〔日本人初 ナンセン難民賞受賞者〕 
※ この賞は、難民に多大な貢献をした 
個人・団体に贈られます。 

 
「企業の取り組む社会貢献 
 ～メガネを通じて海外貢献・人生の宝探し～」

第２回 企業の力向上 講演会 

～“まち”と“ひと”に愛される企業になるために～ 
 

市民活動に関する情報を 
お寄せください。 

 
活動団体主催のイベントなどを紹

介しています。 

適切な事業について、機関紙で掲

載しています。（紙幅の都合などで掲

載できないこともあります。） 



 

あさかの子ども劇場 例会のご案内 
プロの劇団の「舞台」だよ。みんなで鑑賞しよう！ 

 

  ●幼児・低学年向け        ●低学年・高学年向け 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

主催：

●お申し

あ

〒963-8

tel・f

 

平成 20年７月12日（土） 

11:00～ 

郡山公会堂 
0歳からおとなまで 

「「ほほんんわわかかシシアアタターー」」  

第７回 YOSAKOI ソーラン
 

自然豊かな福島県天栄村を舞台と

昨年は32チーム・約700人を越

いう大きな盛り上がりを見せ、回を

きな大会として充実の途を歩んでお

第７回を迎える今年の大会は、4

を見込んでおります。もちろん、郡

気いっぱいの演舞を繰り広げますの

げます。 

 

● 開催日程 平成 20年７
平成20年７

● 開催場所 福島県岩瀬郡
 

●お

YOSAKOI ソー

相談役：佐久間

tel024-923-
 

あさかの子ども劇場 
 
 

込み・お問い合わせ● 
さかの子ども劇場 
876 郡山市麓山1-4-8 

ax 024-932-6763 

どちらか

選んでね 

 

平成 20年７月12日（土）

18:30～ 

郡山公会堂 
小学校１年生からおとなまで

「「ささんんささんん劇劇場場」」  

 ジュニア東日本大

した「YOSAKOI ソーラン

える子どもたちが参加、観

重ねるごとに参加者も拡大

ります。 

5チーム・約1,500人を超

山市内のYOSAKOI ジュ

で、多くの皆さんのご来場

月26日（土）18:30-20

月 27日（日） 9:00-17
天栄村 羽鳥湖高原レジー

問い合わせ● 
ラン ジュニア東日本大会

 仁一 

4229 fax024-923-4
未就学児は託児 

あります。 
※要予約。3日前 

までにご連絡を！ 

会 

ジュニア東日本大会」

客動員も約3,800名と

、東日本を代表する大

える子どもたちの参加

ニアチームも大勢で、元

を心よりお待ち申し上

:30（前夜祭） 
:00（本 祭） 

ナの森 

 

651 



募集要項・申込書は、各助成

名 称 公益信託うつくしま基金 

内 容 ボランティア活動をはじめとする自主的な社会貢献活動及び

団体、グループ及び個人に対し助成されます。 

「スタートアップ支援コース（後期）」 

「100 年後も… いきいき、ふくしま うつくしま実践コース

・ 新“うつくしま、ふくしま。”県民運動「100 年後も… 

つくしま」の趣旨に賛同し、その３つの重点テーマ（子

り、地域コミュニティの再生、環境問題への対応）に沿

を行おうとする団体、グループ及び個人の活動に対して

金 額 ・「スタートアップ支援コース（後期）」上限 10 万円 

・「100 年後も… いきいき、ふくしま うつくしま実践コース

締切日 2008 年 7 月 14 日(月) ※当日消印有効 

ＵＲＬ http://www.utsukushima-npo.jp/ 

問い合

わせ先 

〒963-8005 郡山市清水台 2-1-17  

特定非営利活動法人 うつくしま NPO ネットワーク 

  電話(024)923-1119  FAX(024)991-7241 Ｅ-mail:office

申請書

送付先 

〒960-8633 福島市大町 3-25 

  東邦銀行 法人営業部 公益信託うつくしま基金事務局 

  電話(024)523-3131（代表）  

 
名 称 郡山市ひとまちづくり活動支援事業 

内 容 地域づくりなどを自主的・主体的に活動を行う市民活動団体

① 地域づくり活動支援事業 

・ 地域特有の資源を生かした活動 

・ 地域内外の交流が促進され、将来的にも地域の活性化が

② 市民提案型活動支援事業 

・ 広域的な波及効果や新たな展開が期待できる活動 

・ 今年度または将来において、市との協働で行うことが可

金 額 補助対象経費の２分の１以内 補助限度額 20 万円 

締切日 2008 年 7 月 25 日(金)締切 

ＵＲＬ http://www. city.koriyama.fukushima.jp 

問い合

わせ先 

郡山市市民部市民協働推進課（市役所分庁舎３階） 
電話(024)924-3471  FAX(024)931-5186 

E-mail：shiminkyoudo@city.koriyama.fukushima.jp 
 

ご不明な点は、アシストパーク郡山にお問合せください。

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
 

2008年６月30日現在の情報です。 
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。
地域づくり活動を行う

」 

いきいき、ふくしま う

育てしやすい環境づく

って新たにソフト事業

助成するコース。 

」上限 30 万円 

@npo-center.jp 

の事業補助支援 

期待できるような活動

能な活動 

 
ります。 



名 称 平成 20 年度「ナショナル・トラスト活動助成」（第４期） 

内 容 日本の豊かな自然をこれ以上失わせないために、希少な野生生物のすみかとなってい

る土地の購入費（あるいは借地費用）と、トラスト団体の立ち上げにかかる費用を助成。

また、本助成を活用して取得したトラスト地に係わる維持管理費用、看板・柵・歩道等

の整備費用、PR 用パンフレット等の作成費用も対象。 

※土地の取得を含まない活動は助成の対象となりません。 

金 額 １件につき、最長５年、800 万円を限度。 

締切日 2008 年 7 月 31 日(木) 

ＵＲＬ http://www.ntrust.or.jp/ 

連絡先 〒117-0021 東京都豊島区西池袋 2-30-20 音羽ビル  

社団法人 日本ナショナル・トラスト協会   担当：助成金係（中安） 

  電話(03)5979-8031  FAX(03)5979-8032 

 

名 称 山村再生プラン助成金 

内 容 山村特有の資源（自然・文化・伝統など）を活用した、①新しいビジネスの創出 ②

都市との交流 ③コミュニティの再生など、魅力ある山村づくりを応援します。健康・

福祉、教育、観光、環境・エネルギーなど、様々な視点でチャレンジしてください。 

金 額 ・ 計画づくり 助成率：定額、上限 200 万円 

・ 試行的実施 助成率：２分の１以内 

・ 評価 助成率：２分の１以内 

プランの実現を支援するため、専門家を派遣します（旅費・謝金の負担はなし） 

締切日 2008 年 7 月 31 日(木)  

ＵＲＬ http://www.sanson-saisei.com/ 

連絡先 〒103-0028 東京都中央区八重洲 1-5-3 不二ビル 8F  

財団法人都市農山漁村交流活性化機構 山村再生事務局 

  電話(03)3548-2726  FAX(03)3276-6771 Ｅ-mail:saisei@kouryu.or.jp 

 

名 称 第６回 パートナーシップ大賞 

内 容 NPO と企業のパートナーシップを確立し活性化することにより、新しい市民社会・新

しい公共の実現に寄与する事を目的とする。 

・NPO と企業の協働の推進に極めて高く貢献し、顕彰するにふさわしいパートナーシッ

プ事業 

・NPO と企業の協働の推進に高く貢献したパートナーシップ事業 

金 額 ・ パートナーシップ大賞 グランプリ…NPO に記念盾と副賞 30 万円、企業には記念盾

・ パートナーシップ賞 ５事業…NPO に記念盾と副賞 10 万円、企業には記念盾 

締切日 2008 年 7 月 31 日(木)締切 18 時必着（E-mail 可） 

ＵＲＬ http://www.psc.or.jp 

連絡先 特定非営利活動法人 パートナーシップ・サポートセンター（ＰＳＣ） 

「パートナーシップ大賞募集係」 

〒464-0067 名古屋市千種区池下 1-11-21 ファースト池下ビル 4F 
電話(052)762-0401  FAX(052)762-0407  E-mail：info@psc.or.jp 
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市民自主企画講座・イベント 認定決定！ 

募いただきありがとうございました。認定審査の結果、下記の事業が認定されました。 

内容については、この機関紙、チラシ、新聞等で随時お知らせいたしますので、皆さんのご

お待ちしております。 

募団体名 NPO法人 うつくしまNPOネットワーク 

業名 市民活動を豊かにする補助金獲得・資金集めの壺 

業内容  NPO の活動団体（ボランティア団体、市民活動、NPO 法人など）の課題

として最も多くあげられる、資金不足について、補助金情報の見つけ方、申請

書の書き方、補助金以外の資金調達の多様な方法などを具体的に紹介・説明し

ます。 

募団体名 文楽祭実行委員会 

業名 第 7回ファミリーフェスタ文楽祭（ぶんらくさい） 

業内容  劇・歌・音楽などを通した世代間交流や国、言葉などの多様な文化を理解し、

お互いが本当の家族のように認め合い、助け合い協力し生きることを広く啓発

します。 

 他団体やボランティアとの活性化と連携の強化、ボランティアと地域の方と

の協力・交流・理解する場の提供でもあります。 

募団体名 ハーブな家族 

業名 ハーブの達人養成講座 

業内容  ハーブをキーワードとしたボランティア等の地域活動を行う達人を養成し

て、個々の地域活動のパイプ役（何かと何かをつなぐのが得意なハーブのよう

な人）を充実させます。 

募団体名 カシオペア 

業名 社会人入門講座 おしごと研Q所 

業内容  体験コミュニケーション ver．2 

 自分を知り相手を知るコミュニケーショントレーニングを行います。（自己

紹介や他己紹介、ゲームなどを通してコミュニケーションの楽しさへの理解を

深め、就職や社会生活に役立ててください） 

募団体名 福島県中地域ＮＰＯネットワーク（なかネット） 

業名 親子お金の教育講座・おこづかいゲーム「ニーズ＆ウォンツ」 

業内容  親子で楽しく遊びながら、お金について学ぶ体験教室です。お金の大切さを

学び、また親から子どもへの伝え方を考えましょう。 

募団体名 Ｐ－ＰOP 

業名 若起塾・郡山講座 ～”自分の関心”と”社会”をつなごう～ 

業内容  仙台で開かれている「社会起業家」をめざす人たちのための講座「若起塾」
のＤＶＤを教材にして、「関心のある

業化するための基礎を学ぶ、初心者向

※社会起業家とは、社会の課題を事

る社会貢献を目的とします。 
こと」と「社会の課題」を結びつけ、事

けの講座です。 

業により解決する人です。事業成功によ



 

 

主催：福島県中地域NPOネットワー

共催：NPO法人マネースプラウト 

開 催 日：平成20年８月10日（日

場   所：大槻東公民館 

受講対象者：小学生とその親子 

定   員：１０組２０名 

参 加 費：５００円（資料代） 

お申し込み：お電話でアシストパーク郡

「おこづかいゲーム」などをしなが

ら、子どもといっしょに「お金」につ

いて学ぶ体験教室。ゲームを通して、

お金の大切さを学び、また親から子ど

もへの伝え方を考えます。 

 

これまで掲載しておりました、郡

所があるＮＰＯ法人団体紹介につき

パーク郡山の窓口に資料があります

なお、平成 20 年６月 30 日現在で
 

ク（なかネット）

） 

山まで 

山市内に主たる

ましては、アシ

。 

、７７団体です
 

事務

スト

。 



 

これまで… 
３ヶ月に一度、年４回の発行でした。 

これから… 
２ヶ月に一度（偶数月）、年６回の発行になります。 
掲載内容も少し変わります。 
発行日はこれまでと同じ、発行月の第一日曜日です。 

 

 

城

し

山

と

最新情報の収集に努めてまいります。 

次回は８

市民活動に

ど、皆さん

おります。

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 1,６00 部を発

行しています。 

次回は 
８／３発行 

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６Ｆ）

TEL･FAX ０２４－９２４－３３５２ 
E-Mail shimin-support@city.koriyama.fukushima.jp 

2008年７月発行 

編集後記 
 先日の健

態がいいで

か？」と保

徒歩通勤に

日々の積み

実感しまし
 次回号予告  
月３日発行予定です。 
関するイベント情報な

からの情報をお待ちして

 

康診断で「昨年より体の状

すよ。何かしているのです

健師さんにほめられました。

してから約１年。 

重ねの大切さを 

た。   みずの 
平成 20 年岩手・宮城内陸地震について

平成 20 年 6 月 14 日に発生した岩手・宮

内陸地震では、各地で甚大な被害が発生

ています。アシストパーク郡山では、郡

市社会福祉協議会ボランティアセンター

連携し、郡山市内の支援情報、被災地の
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 


