
 

 

 
  

 
  

 郡山グリーンカレー愛好会は、魅力あるまちづくりを進めるため、平成 
２２年５月より食を通したＰＲや健康なまち郡山の推進に向けた事業を展開
しています。 
 今年の３月１１日（日）に開催した福魂祭への協力【写真参照】や、６月
２３日（土）に郡山女子大学建学記念講堂小ホールで開催された、女子栄養
大学副学長 香川靖雄さんによる講演会を主催するなど、様々な活動を繰り
広げています。 

市民活動・ボランティア・ＮＰＯ活動を応援する広報紙 ♪第２７号♪ 
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具体的にどんな市民活動をしているのですか？ 
当協議会は、国の事業（農水・文科・総務の３省連携）である「子ども農

山漁村交流プロジェクト」受け入れのため、郡山で以前からグリーンツーリ
ズムに取り組んでいた諸団体をもとに２年前に設立しました。「作っぺ・食
べっぺ・感じっぺ」を合言葉に、教育旅行・体験型観光の総合窓口となって
おります。 

具体的な活動としては、体験プログラムやインストラクター、農家民宿な
どの開発充実や各団体へのサポートなどがあります。また、イベントも主催
し、農家へ宿泊しながらのカヌー教室やスノーシュー体験は大変好評をいた
だいております。 

 

市民活動をされている方々をリレーで紹介します。 
今回ご紹介するのは、「郡山ふるさと田舎体験協議会」

会長の棚橋 千秋さんです。 

きっかけになった出来事は何ですか？ 
都会の友人が、単なる観光旅行ではなく自然豊かな農村でのんびり過ごし

地域の人々と触れ合える第二のふるさとを求めていたこと、また、職場で携
わった子どもたちの生活に、自然体験という遊びが不足し危機感を持ったこ
となどでしょうか。 

私自身、野や山で時間を過ごすことが大好きだからというのは言うまでも
ありませんが。 

市民活動をしていて良かったと思うことはどんなことですか？ 
 おいしい食材を消費者に提供するため、これでもかと真摯に取り組んでい
る農家の方々、また、子どもの成長や環境に対し私と同じように危惧する多
くの人々に出会えたことです。 
さらにはそば打ちやしめ縄作り、竹細工など着実に田舎暮らしの楽しさを

習得していることです。 
※今年の夏に開催するイベント情報を、Ｐ３で紹介いたします。 

湖南地区でカヌー遊びをしている 
様子です。 

山形県米沢市 
出身。2 6 年の 
都会生活の後、
郡山へ住み早 
2 0 年となりま 
す。 
趣味は山歩き、
植物観察です。
 

次回は、棚橋さんの紹介で、「アグリサポーターこおりやま（ＡＳＫ２８）」 
会長の宮川 洋さんの予定です。お楽しみに！ 

Ｐ２ 



 

ふるさと体験ツアー 
日程：８月４日（土）・５日（日） 

    市内の小・中学生・保護者を対象に、湖南町と逢瀬町での自然
体験と農家民宿への宿泊を予定しています。   

夏休み自由研究・工作教室 
日程：８月１９日（日） １０時～１５時 

    駅前の「まざっせアーケット」にて、市内の小学生と保護者を
対象に竹・わら細工・木工クラフト・ペットボトル風車・手すき
和紙などを使用したものづくり体験を開催します。 

  
カヌー教室 
日程：９月１５日（土）・１６日（日）・１７日（月） 

    市内の小学生を対象に開催します。  
着衣のまま水に入り、水難防止の訓練をしながら練習します。 

   湖（鬼沼）は波がないため、カヌー初心者の練習にぴったりです。     
全てのお問合せは、郡山市農政課 
電話９２４－２２０１までお願いします。 

Ｐ３ 

  
夏休みに体験教室に参加して、親子で一緒にユニバーサルデザインにつ

いて考えてみませんか。 
 車イス体験や高齢者疑似体験、エコバッグ製作などを行う実践的な親子
体験教室を開催します。 
  
●日 時：平成２４年７月２８日（土） １３時３０分～１５時４０分 

       ※１１時３０分よりパネルやＵＤグッズの展示、クイズ 
コーナーなども実施します。 

 ●会 場：郡山カルチャーパーク 
●対 象：小学校３年生～中学校３年生までの 

小・中学生とその保護者 
 ●定 員：２０組（要予約：受付７月２日（月）～） 
 ●参加料：無 料 
●お問合せ・申込先：市民協働推進課 
      電 話：９２４－３４７１ ＦＡＸ：９３１－５１８６ 

        Ｅ-m ail：ｓｈｉｍｉｎｋｙｏｕｄｏ＠ｃｉｔｙ.ｋｏｒｉｙａｍａ．ｆｕｋｕｓｈｉｍａ.ｊｐ 
      ウェブサイト：h ttp ://w w w .city.koriyam a.fu ku sh im a.jp/ 

p cp _p ortal/con ten ts? C O N T E N T S _ID =1 2 7 8 6  
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旭山動物園と北海道・美瑛・富良野４日間の旅！   
子どもの自立支援等を行っているＮＰＯ法人です。 
北海道の大自然に触れてみませんか。誰でも参加いただけます。 
 
日程：平成２４年８月２１日（火）～２４日（金）  
参加費：大人 ４５，０００円 子ども ２７，０００円 
    初日と３日目はフェリー泊、２日目は温泉宿への宿泊。 
定 員：３０名程度 
申込み受付期間：平成２４年７月１５日（日）まで 
お問合せ：ＮＰＯ法人ほっとスペースＲ 

電話：９４６－２６８０ ＦＡＸ：９５３－７９６５ 
ホームページ：http ://h otsp acer.w eb .fc2 .com /C C P .h tm l 

     

 

自然は僕らの大きな学校「自然体験合宿」  
教室のなかでは学べないこと、今しか学べない貴重な体験をしてみませ

んか。宿泊は少年湖畔の村（湖南町）となります。 
 
日程：平成２４年８月２３日（木）～２５日（土） ２泊３日 
対 象：小学４年生～６年生 
定 員：１２０名         
参加費：１,６００円     

（食事代６回分・材料費・交通費・体験費、保険加入費含む）
申込み受付期間：平成２４年７月３１日（火）まで 
お問合せ：ＮＰＯ法人福島県自然体験合校協会 

    E -m ail kaw au ch i@ aru ku n et.jp    ＦＡＸ９９１－６３２４ 
     

 

体験学習活動「みちくさブラブラ探検隊」  
被災地の障がい者家族の支援に取り組んでいる交流サロンひかりでは、

今夏いわきの海・山・温泉を体験するワークショッププログラム・体験学
習活動を実施します。 

 
日程：平成２４年８月３日（金）・４日（土） １泊２日 
対 象：障がい者と保護者および兄弟含むその家族 
定 員：１０家族 
参加費：大人１人 ５，０００円 子ども 無料 
    （食事代４回分とボランティア保険加入費含む） 
申込み受付期間：平成２４年７月１５日（日）まで 
お問合せ：交流サロンひかり【次ページをご参照ください】 

 



 ＮＰＯ法人しんぐるまざぁず・ふぉーらむ福島は、６月９日（土）、 

安積町のビッグパレット近くに「ふくしま女性支援センター」を開設し
ました。 

 この施設は、市内市外問わず女性であれば誰でも利用することが可能
であり、気軽に立ち寄って生活の困り事 

相談や手仕事などのワークショップに参 
加できる場所となってます。県の地域づ 

くり総合支援事業助成を受け、県内の幅 
広い女性を対象に支援活動を展開してい 

きます。 
 ６月１４日（木）は、和やかで落ち着 

いた雰囲気の中「エコたわし」のワーク 
ショップが行われていました。 

今後の開催事業など、お問合せは 電話９８３－８３６０まで。 
 

Ｐ５ 

 
 
 ＮＰＯ法人ふよう土２１００が運営する「交流サロンひかり」は、主
に障がい児を育てる親や障がい者をサポートする人々がなんでも気軽に
相談し合える場として今年５月１６日（水）に開設しました。 
 現在、ボランティアスタッフを募集しています。  
 応募条件…明るい性格で障がい者家族の 

悩みを傾聴・共有できる方。 
年齢・資格・経験等は問わず 
大学生や専門学生も歓迎。 

 活 動 日：月曜日～土曜日 
      時間はご相談ください。 
      （日祝日は定休日） 

 
募集期間：平成２４年１０月末まで 
所 在 地：郡山市大槻町字室ノ木北３０－５－１８ 
電   話：９８３－１８６０ 
Ｅメール：fu yod o2 1 0 0 @ gm ail.co m  
ＨＰ：http ://fu yod o2 1 0 0 -h ikari.jim d o.co m / 
 

 

 
企画、立案、広報、当日の運営等に参加 
いただけるボランティアを募集します。 

  
こおりやま市民活動交流フェスタとは？  

  市民公益活動をしている方々が一堂に会し、市民のみなさまに活動
内容をお知らせし相互の交流を深めるイベントです。 

  来場者参加型イベントを通じて「新しい社会貢献のかたち」に気づ
き、出会い、つながるきっかけを、一緒に作ってみませんか？ 

 
   募集期間：平成２４年７月２２日（日）まで 
   応募条件：郡山市在住・在勤・在学の１８歳以上の方 
        月数回の打合わせに参加できる方 
   募集人数：２０名程度 
    ※詳細については、アシストパーク郡山までご連絡ください。 



 

《編集後記》 

今年のフェスタは１日開催で内容も盛りだく

さんにするべく、話し合いをすすめています。 

 『こんなイベントにしたい・こんなイベント

があったら楽しい』など、市民の方々の貴重な

ご意見をぜひアシストパーク郡山までお寄せく

ださい。 
 

市民活動サポートセンター 
（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６階） 
●����ＦＡＸ･･９２４－３３５２ 
●Ｅメール･･sh im in -su p p ort@  city. 

koriyam a.fu ku sh im a.jp  
●休館日…毎週月曜日 
●開館時間：午前１０時～午後７時 

☆２０１２年７月発行☆ 

  
市では、市民、市民活動団体、事業者、行政との連携による協働のまち

づくりを推進するため、地域の特性や市民力を生かした創造性豊かな活動
を行い、まちづくりに先導的な役割を果たしている皆さんを表彰していま
す。皆さんの周りで、市民活動の実践やその支援の取り組みをしている個
人や団体などを推薦してください。自薦・他薦は問いません。 

 
●募集期間：平成２４年７月２日（月）～平成２４年８月３１日（金）
●対 象 者：市内に在住・在勤の個人・団体・事業所で対象活動を 

３年以上継続していること。 
●表彰部門：（１）市民活動実践部門     （２）市民活動応援部門 
      （３）青少年部門      （４）イベント部門 
●応募方法：所定の用紙に候補者名、推薦理由等を記入し、活動の様子

がわかる写真、新聞記事等を添えて、持参または郵送、 
FA X 、メールでご応募ください。 

 

※お問合せは市民協働推進課まで（Ｐ３をご参照）。 

 ＮＰＯ法人しんぐるまざぁず・ふぉーらむ福島は、６月９日（土）、 

安積町のビッグパレット近くに「ふくしま女性支援センター」を開設し
ました。 

 この施設は、市内市外問わず女性であれば誰でも利用することが可能
であり、気軽に立ち寄って生活の困り事相談や手仕事などのワークショ
ップに参加できる場所となってます。県の地域づくり総合支援事業助成

を受け、県内の幅広い女性を対象に支援活動を展開していきます。 
 ６月１４日（木）は、和やかで落ち着 

いた雰囲気の中「エコたわし」のワーク 
ショップが行われていました。 

今後の開催事業など、お問合せは  

電話９８３－８３６０まで。 


