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2017 年 12月1日発行

10月 14日（土）に開催されま
した「みんなの市民活動交流
フェスタ2017」の開催報告です。
盛り上がったイベントの様子を
ご覧ください。（3P）

地域が元気に暮らしやすい街に
なるように活動している市民活
動団体やボランティアグループ
の皆さんの「ほしい」と企業・
個人の「あるよ」を結ぶマッチ
ング事業のご紹介。（4P）

みんなの市民活動交流フェスタ
2017で、生徒さんがボランティ
アで参加していただきました第
一学院高等学校さんへ「コミュ
ニティ共育」についてお話を伺っ
てきました。（2-3P）

4P

2 P

47号第

3P

47

    2P

    4P

    6P

表紙

協働のまちづくり縁結び事業
活用案内

協働のまちづくり縁結び事業

第 47号 －目次－

市民交流サロンお知らせ
出前講座、助成金情報、編集後記

団体紹介
第一学院高等学校郡山キャンパス

    3P みんなの市民活動交流フェスタ2017
開催報告

詳しくは、4 ページへ

地域のみんなが手をつないで「協働のまちづくり」－縁結び事業を活用しましょうー
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地域で育むボランティア活動

団体紹介　第一学院高等学校 郡山キャンパス

みんなの市民活動交流フェスタボランティアはどうでしたか？

ボランティア活動の中でやりがいを感じるのは？

ボランティア活動に熱心な理由を教えていただけますか？

加藤先生　私たちの学校では、「コミュニティ共育」
という地域全体を学校として捉え、周辺地域の方々
とともに生徒を育む教育活動を取り入れています。
　ボランティア活動もそうですが、学校行事や、職
場観察など様々な学校生活の中で地域との関わりを
持ち、自他肯定感を育むことを目指しています。
　ボランティア活動については、私たちが、地域の
様々な企業やNPOとつながり、生徒に向けてボラン
ティアメニューを提供しています。その中から、生
徒が自主的に選び参加する形で実施しています。

鈴木くん　地域の清掃活動で、とても綺麗になった
街並を見るとうれしいです。
岡部くん　ボランティア活動をして喜ばれたり、初
めての体験が楽しいです。

第一学院高等学校
加藤かおる先生
第一学院高等学校
加藤かおる先生

第一学院高等学校 郡山キャンパス第一学院高等学校 郡山キャンパス第一学院高等学校 郡山キャンパス
地域で育むボランティア活動

高橋さん 鈴木くん 岡部くん
高橋さん　今年初めての参加でしたが、企業の社会
貢献プログラムのスタッフの皆さんと一緒に来場者
の方に防災体験をしていただくサポートをしました。
　皆さんが優しくそして丁寧に教えて頂き、勉強に
もなったのでとても良かったです。
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  こおりやまミューカルがくと館2017年 10月 14日（土）9:45～15:00みんなの市民活動交流フェスタ開催報告

詳しい報告は、　　　「みんなの市民活動交流フェスタ」公式 Web サイトを参照くださいG

　市民活動交流フェスタは、「おいで
よ！みんなでつながろうよ！」をテー
マとして、市民活動を「学ぶ・知る・
楽しむ」イベントとして郡山市にお
ける市民活動団体、ＮＰＯ法人などの
参加団体の活動を多くの来場者に「学
び・知っていただく」機会として毎
年開催しています。
　今年は、過去最多の団体と企業様
に参加していただき、元気に開催す
ることが出来ました。

　次年度は、春から実行委員会の皆
様と一緒に準備して、更に趣向を凝
らした企画でこおりやまの市民活動
を盛り上げて参りたいと思います。
 　今回のイベント開催に際し、協力
いただきました企業様、学校関係者
の皆様、社会人・高校生のボランティ
アの皆様、講演をいただきました各
団体の皆様に御礼を申し上げます。
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郡山市協働のまちづくり縁結び事業　縁結びバンクへの登録を募集しています

郡山市協働のまちづくり縁結び事業とは、 郡山市において協働のまちづくりを推進するために、
「社会貢献 ・地域貢献をしたい」、 「まちづくりに協力したい」 という市民 ・事業者 ・市民活動
団体などが提供できる内容とまちづくり活動に取り組む市民活動団体などのニーズを結びつけ、
サポートする事業です。

マッチング申込み申請

市民（個人）

市民活動団体

市民活動団体

市民活動団体
地域の企業

仲間・会員
ボランティア、プロボノ
個人・企業の賛助会員（サポーター）
寄附・物品寄附・レンタル
イベント開催時の会場・景品の提供
専門家・協働パートナー
その他（ご相談ください）

まちづくり活動に取り組む市民、
自治会、町内会、市民活動団体、
ＮＰＯ法人、ボランティアグル
ープなど

まちづくりに参加し社会貢献、地域貢献が
したい市民、事業者（企業）市民活動団体
など

Ａ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

縁結びバンク登録 ・マッチング申請について詳しくは、 アシストパーク郡山窓口へご来所
いただくか、 下記WEBサイトページをご確認いただきお申込下さい。
検索 「郡山市協働のまちづくり縁結び事業」　
アドレス　http://assistparkkoriyama.net/enmusubi/

縁結びバンク
マッチング
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郡山市協働のまちづくり縁結び事業　対象別登録例

市民

地域の企業

NPO法人や
ボランティア
グループの仲
間になりたい！

リサイクル品が
あるんだけど！

地域で寄附が
出来るような
団体や活動を
紹介してほしい！

ボランティアを
したい！

自分のスキル
を生かした
ボランティア
がしたい！

地域のために
食材の寄附を
したいな！

無償ボランティア

無償ボランティアプロボノボランティア

物品寄附物品寄附

寄附

市民活動団体

縁結びバンク登録「例」

縁結びバンク登録「例」

縁結びバンク登録「例」

施設や病院など
で、 踊りや出し物
を披露します！

地域に向けた
専門的な相談
窓口をご利用
ください！

地域の教育機関
に向けた職場体
験受け入れが出
来ます！

町内会や福祉
施設での健康
体操や講座の
出前をします！

講師やプログラムの出前

活動分野の
専門的な講座
や講師の派遣
が出来るよ！

アトラクションの出前

子どもの一時
預かり出来ます！

実施サービスの提供

職場体験 ・ インターンシップ 相談窓口の開設 講師の派遣

その他にも、地域で活躍する市民活動団体の登録メニューは、たくさんあります

社員が取り組
めるボランテ
ィアの受入先
を紹介して！

自社で社会貢献
活動をしたいが、
どんなことができ
るのか、 教えて
欲しい！

地域の団体に
寄附をしたいが
どんな団体が
あるか教えて！

社員のスキル
を活用した社
会貢献がした
い！

地域のために
食材の寄附を
したいな！

プロボノボランティア

講師の派遣
が出来るよ！

有償 ・無償ボランティア

無償ボランティア

寄附

物品寄附

ＣＳＲ，ＣＳＶ講習

その他にも、企業が取り組める社会貢献活動や登録メニューは、たくさんあります

その他にも、市民（個人）が取り組める社会貢献活動や登録メニューは、たくさんあります

（個人）

Ｂ

Ｃ

Ｄ
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　市民活動サポートセンターでは、市民活動団体・グルー
プの皆さんへ基盤整備や各種スキルアップのための出前講
座・相談を実施しています。「こんなことで困っているんだ
けど出前して欲しい！」「スタッフのスキルアップのために
この内容で講座をして欲しい」など『出前』にて対応します。

出前講座・相談を利用してみませんか？

助成金情報　1年で助成金募集件数が最も多いのは、5月と 10 月です。冬は、来年度の事業計画を作る大切な季節ですね！

編集後記

運  営  委  託
運  営  受  託
住  所
電  話

郡山市市民部市民・NPO活動推進課

アシストパーク郡山 電話：024（924）3352

一

47

　この 2 年ほどで、公益活動を
取り巻く、ＩＣＴサービスの進歩
は、驚くほど進んで参りました。
　品質の優れた動画の訴求力は、
驚くほど高く、何百文字の原稿や
素晴らしい俳優の演技より、人々
に届きますね。アシストパーク郡
山でも、研究サークルを立ち上げ、
人材育成やプロジェクトに取り組
んで行こうと思います。（H.M）

こおりやまワールドカフェ」「 開催
第 3回市民活動交流サロン

協働のまちづくり

対　象：郡山市内のNPO法人、市民活動団体、個人企業、行政、教育機関、町内会、
　　　　などのまちづくり活動への参加、興味のある方
参加費：無料（お茶やお菓子などご用意しております）
申　込：事前申込制（資料準備のため）

日　時：12月22日（金）15:30～ 17:00
場　所：郡山市庁舎内食堂隣の会議室

『カフェ』   形式のリラックスした雰囲気の中で、少人数に分
かれたテーブルでテーマに添った対話を行い、参加した全員
の意見や知識を集積し、より良い地域づくりに向けたつなが
りを育むための場です。

NPO法人あいえるの会様向け「SNS広報講座」 アシストパーク郡山 電話：024（924）3352

締め切り 助成額、内容

2018年 1月31日 

2018年 1月5日 

サービスグラント（プロボノプログラム）

名称
Web 作成等
プロジェクト型助成

ベネッセこども基金 
経済的困難を抱える子どもたちの学び支援活動助成 1 団体上限 200 万円
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