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開催報告①
みんなの市民活動交流フェスタ2016

開催報告②
みんなの市民活動交流フェスタ2016

こおりやま市民活動団体賀詞交歓会2017
平成28年度郡山市職員対象協働推進講演会
助成金・編集後記

郡山市の団体紹介①
日本大学工学部 RISM

みんなの市民活動交流フェスタ2016

郡山市の団体紹介②
郡山女子大学NLS 部

　2016年10月29日（土）
に開催されました「みんなの
市民活動交流フェスタ2016」
の開催報告を特集します。
（4-5P）

　郡山市の団体紹介コーナー
では、地域づくりやボラン
ティア活動に取り組んでい
る大学生 2団体のご紹介を
します。（2-3P）

開催報告 ! みんなの市民活動交流フェスタ 2016 開催報告 ! みんなの市民活動交流フェスタ 2016 
特集特集
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　毎年恒例となりました郡山の市民活動団体が集い、寒い
冬を市民活動のパワーで吹き飛ばすイベント「こおりやま
市民活動団体賀詞交歓会 2017」を開催する予定です。
　地域で活動する仲間が集い、また 1年元気で活動を誓い
合うひと時にとして 3回目の開催を予定しています。
　郡山の協働推進、市民活動の更なる発展のために、是非
ご参加ください。

開催案内・開催報告
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郡山市の団体紹介① 日大工学部 RIZM

G

日本大学工学部R.I.S.M.（地域連携活動研究会）日本大学工学部R.I.S.M.（地域連携活動研究会）

Facebook 内検索「RISM（日本大学工学部）」　　　Google 検索「RISM（日本大学工学部）」　　　

Relationship Inovation Sastinability Management

　今回のイベントは、第8回地域活動発表会【福島】～
震災から5年つながる・つづける～と題し、県内の環境
保護を主な題材にして、地域資源と環境の保全について
の活動発表を行い様々な世代の人的交流を促進し、課題
解決につなげていこうとする活動です。

　昨年から、私達学生が主体となり運営を行っています。
県内の学生団体・サークル4団体と県内の地域で活動し
ている方々をお招きして、お互いの活動を知り、交流を
深めることが目的です。今後も継続していきたいと思い
ます。

　今回のイベントは、第8回地域活動発表会【福島】～
震災から5年つながる・つづける～と題し、県内の環境
保護を主な題材にして、地域資源と環境の保全について
の活動発表を行い様々な世代の人的交流を促進し、課題
解決につなげていこうとする活動です。

　昨年から、私達学生が主体となり運営を行っています。
県内の学生団体・サークル4団体と県内の地域で活動し
ている方々をお招きして、お互いの活動を知り、交流を
深めることが目的です。今後も継続していきたいと思い
ます。

ヒロ キ 　2012年に発足し、私たち学生が地域の様々な人・モノ・コ
トと出会い自発性を高め、人間力の向上へとつながる活動に取
り組むことを目的に結成されたサークルです。
　現在の活動は、NPO法人との連携による古民家改修プロジェ
クトや福島空港公園ハンドメイドマーケット「ソライチ」への
参加、葛尾村の盆踊りを通じて地域の人達との触れあうことに
より、様々な課題を一緒に考えていく活動などを行っています。
　決まったテーマを設けずに「私たちに出来て面白いことは何
か？」「いま地域に必要なことは何か？」学生だから出来るこ
とにチャレンジしています。

R.I.S.M. 会長  武井碩毅さんR.I.S.M. 会長  武井碩毅さん
ヒロ キヒロ キ

　現在は、60名の部員が所属し、各
自が興味のあるプロジェクトを選び
SNSの「LINE」を使用して連絡を取り
活動しています。多様性を意識し、様
々なことに取り組んで行きたいです。

　現在は、60名の部員が所属し、各
自が興味のあるプロジェクトを選び
SNSの「LINE」を使用して連絡を取り
活動しています。多様性を意識し、様
々なことに取り組んで行きたいです。

日本大学工学部建築学科 3年日本大学工学部建築学科 3年

メッセージメッセージ



郡山市の団体紹介② 郡山女子大学 NLS 部（ナチュラルライフスタイル部）
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G Google 検索「ナチュラルライフスタイル部（NLS 部）」　　　

郡山女子大学NLS部
（ナチュラルライフスタイル部）
郡山女子大学NLS部
（ナチュラルライフスタイル部）
Natural Life StyleNatural Life Style

　活動テーマは、自然、手作り体験、交流、環境問題に
関する活動を行っています。
　部の設立は、東日本大震災後に学内の除染が始まった
ことを切っ掛けとして、学園生活の不安材料となってい
た環境放射線などの正しい理解を深めるために学生自ら
活動しようと結成されました。
　安全へ理解を深めていただく目的で、学園内のすべて
の放射能測定データを取りまとめ、科学的に正しく、更
に伝わるように配慮し公開・発表しました。専門機関と
の連携し、内部被ばくの検査やパネル展示による啓蒙活
動にも取り組んできました。

NLS 部 部長  村上あずささんNLS 部 部長  村上あずささん
郡山女子大学家政学部食物栄養学科 3年郡山女子大学家政学部食物栄養学科 3年

　学内外における活動を通して、社会と交流
を深めることを目指し活動しています。
　再生可能エネルギーや環境保護のボランテ
ィア活動、田植え体験など楽しく取り組んで
地域とつながっていきたいと思います。

　学内外における活動を通して、社会と交流
を深めることを目指し活動しています。
　再生可能エネルギーや環境保護のボランテ
ィア活動、田植え体験など楽しく取り組んで
地域とつながっていきたいと思います。

活動発表の様子

メッセージメッセージ
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みんなの市民活動交流フェスタ 2016 開催報告 ①　開催日：2016 年 10 月 29 日（土）

　みんなの市民活動交流フェスタは、地域で活躍する市民活
動団体・グループ、NPO法人などが、それぞれの活動内容を
市民の皆さんに知っていただくための機会です。様々な地域
の課題に取り組む団体の活動を知り、地域の皆さんの参加や
応援の輪が広がることを願い開催するものです。

　講演会や活動発表、市民活動団体の活動紹介展示ブースな
ど趣向を凝らしたパネルが並びました。会場では、随所に来
場者との会話が交わされる場面が多く見られました。　
　屋外では、各団体による露店が立ち並び、完売御礼の札が
多数でるなど笑顔溢れるイベントとなりました。

　みんなの市民活動交流フェスタは、地域で活躍する市民活
動団体・グループ、NPO法人などが、それぞれの活動内容を
市民の皆さんに知っていただくための機会です。様々な地域
の課題に取り組む団体の活動を知り、地域の皆さんの参加や
応援の輪が広がることを願い開催するものです。

　講演会や活動発表、市民活動団体の活動紹介展示ブースな
ど趣向を凝らしたパネルが並びました。会場では、随所に来
場者との会話が交わされる場面が多く見られました。　
　屋外では、各団体による露店が立ち並び、完売御礼の札が
多数でるなど笑顔溢れるイベントとなりました。
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みんなの市民活動交流フェスタ 2016 開催報告 ②　開催日：2016 年 10 月 29 日（土）

反省・交流会
　フェスタ終了後、交流会を開催しました。はじめて参加する団体、毎年参加いただく団体などお互いの活動に対す
る理解を深め、地域で活躍する市民活動団体の親睦を深める場となりました。
　また、来場者の皆さんからの　　　　　カード獲得の多かった団体を発表すると、場内は歓声と温かい拍手で包ま
れました。参加団体の皆さんそれぞれに、今年度の残りの活動を元気で取り組むことを誓い終了しました。

NPO法人ほっとスペース R 
理事長　宗像家子さん
NPO法人ほっとスペース R 
理事長　宗像家子さん

「いいね !!」

「いいね !!」

カード最多獲得団体反省・交流会

認定NPO法人郡山ペップ子育てネットワーク
ＮＰＯ法人ウィメンズスペースふくしま
うたふく実行委員会
ゴスペルクワイアGRACE！
NPO法人日本おもちゃ保存協会
あさか野ＹＯＳＡＫＯＩ王舞神
すかがわ・市民後見制度の会
福島県地球温暖化防止活動推進センター
（公社）認知症の人と家族の会
　　　　　　　　福島県支部郡山地区会
シャンテ・ル・ヴァン
認定NPO法人キャリア・デザイナーズ
（一社）動物救護隊にゃんだーガード

三味線秀建会
NPO法人みんなのあそび塾にょきにょき
NPO法人ミットレーベン
NPO法人純和会
NPO法人江湖村
郡山市社会福祉協議会ボランティアセンター
NPO法人ほっとスペースR
まるわ (子ども緊急サポートふくしま県中支部）
あさかの子ども劇場
ふくしま自立支援わたげの会
NPO法人宙の仲間たち
認定NPO法人キャリア・デザイナーズ
NPO法人ほほえみの間
NPO法人ココネット・マム

ボランティア協力：椿さんネットワーク、シャンテ・ル・ヴァン、個人参加2名
　　　　　　　　　第一学院高等学校郡山キャンパス 生徒の皆さん、福島銀行の皆さん

参加団体

いいね !! カードは、

共感のメッセージ !

いいね !! カードは、

共感のメッセージ !
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特定非営利活動法人
うつくしまNPOネットワーク
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こおりやま市民活動団体賀詞交歓会 2017 開催のご案内こおりやま市民活動団体賀詞交歓会 2017 開催のご案内

　今号の団体紹介コーナーでは、11 月 19
日に県内の大学生が主催した第8回地域
活動発表会の実施会場となった郡山女子大
学へ取材に伺ってきました。
　学生たちが考え取り組む視点や発想は、
どれも新鮮であらためて学生の皆さんか
ら多くの学びがありました。（Ｈ．Ｍ）

　こおりやま市民活動団体賀詞交歓会 2017 が開催されます。郡山の市民活動団体の新年の賀詞交歓会とし
て 3回目になります。是非、お気軽にご参加ください。

　11月 16日（水）午後 2時から郡山市職員の皆様を対象に
した協働推進を目的とした講演会を開催いたしました。講師
に産業能率大学経営学部准教授 中島智人先生をお招きし、「行
政とＮＰＯの協働について」をテーマに講演していただきま
した。市職員の皆さん、約 100名に参加いただきました。

協働
推進

　11月 22日（火）午後 5時から
第 4回市民活動応援講座が開催さ
れました。参加者の皆さんは、メ
モを取りながら熱心に「助成金」
について学びました。

講座

交流

助成金情報

市民活動応援講座開催報告市民活動応援講座開催報告平成 28 年度郡山市職員対象協働推進講演会開催報告平成 28 年度郡山市職員対象協働推進講演会開催報告

　　アシストパーク郡山まで

（昨年の様子）（昨年の様子）

日時 ： 2017年1月28日（土）16:30～
会場 ： ホテルプリシード郡山　芙蓉の間
対象：市民活動団体および市民活動に
　　     関心のある個人・団体
定員：60名（予約制）
会費 ： 3,500円（税込）

応募締切：2017 年 1月 5日（木）
経済的困難を抱える子どもたちの学習支援活動助成（公益財団法人ベネッセ子ども基金）
災害地の子どもたちの学びや育ちの支援活動助成　  （公益財団法人ベネッセ子ども基金）
1件当たり：100 ～ 200 万円

応募締切
募集内容

助成額

次回
第   回
1/24
2017

（火）
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