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新年度の UD 運動に向けて

■平成 21 年度に望む

FUD 理事長

佐々木善壽

今年も早スタートして２ヶ月以上が過ぎ、拡大理事会・新年会
も無事終了して 20 年度総会準備に入ろうとしております。これ
からの当会原点である UD の NPO が如何にあるべきかを考え、

発する為に）杖を持ってまちを歩きたいと思う。
自分の思いを相手にぶつける勇気を持ち、ぶつけることによっ
てＵＤ社会が実現できるのではないか。
福島県会議員・NPO ハートネットふくしま理事長

私は思いや感情を大切にする人間だと思っ

皆様から様々なヒントや示峻・ご指導をいただき大変感謝してお

ているが、先程の話の「基本目標」の「やさ

ります。

しさを感じる公共空間の形成を進めます」と

特に、中川聰さまには第 10 回 UD フェアのご講演もさるこ

いう文言はどうもしっくりとこなかった。つ

とながら、常日頃から熱くご指導ご鞭撻を頂き、却って当方のレ

まりハードの面でやることはきちんとやる、

ベルや活動内容をかんがえますと甚だ恐縮している次第です。
何はともあれ今年は、様々なグループと連携をとりながら更な
る会員拡大と社会的活動（公共施設 UD チェック）などに積極的
に取り組み、FUD の新たな道を拓いて行きたいと考えております。
昨年の総会資料に添付した（これからの UD 運動のポイント）
に関しては、ミッションとビジネスの体系化と実践化を推し進め
る事こそ、当会設立の原点に返る新たな活動（進化）と位置づけ

その上にやさしさがあるのだと思う。やさし
さを前面に出してハードは少し遅れてもいいというのではダメ。
根っこの部分を市民を含めてちゃんとやっていかなければならな
いのではないか。それでやさしさを感じる郡山になっていってく
れれば。
日本大学工学部建築学科教授

行ってこようと思っている。郡山でもビッグ

作成が進行しています。

パレットを利用し「国際ＵＤ大会」をやって

中核都市郡山市がなぜ遅れてしまったのか？も含めて、もう一

みてはどうか。

度 UD が目指す３つの社会的ミッションと UD 発想から見たビ

佐々木さんは会長さんとして一生懸命駅前

ジネスデザイン〈一般生活者側の言葉に置き換えたビジネスを想

■拡大理事会・新年会報告
去る２月５日郡 山

若井 正一様

名古屋で国際ＵＤ大会が行われるそうで、

たいと思います。郡山市でもようやく「こおりやま UD 推進指針」

像〉を本格的に取り組みたいと思います。

吉田 公男様

の問題にも関わっておられるが、先に当大学
で行われた設計図面のコンテストでは、
「郡山市をこうした方が
よい」という模型がいくつも出された。
（是非ご覧頂きたい）そ
ういった点では大学も郡山市の現状を決して楽観視している訳で
はなく、当大学も駅前に進出していってもよいのかな、などと考

ビューホテルにてＦＵ

えている。

Ｄ拡大理事会・新年

高齢社会を良くする女性の会郡山会長

会が開催されました。

青木 千代美様

ＵＤフェアは市民の反響はそうなかったよう

今回第一部拡大理

に思う。活動内容の見直しをするべき。

事会は、郡山市役所

これからはＵＤの基本的なものを市民に見

から講師として市民

せてゆかなければならない。その為には行政

協働推進室主任伊東洋介さまを講師として「郡山市の UD 推進」

との連携が必要不可欠であるが、窓口違いを

についてお話いただき、第二部新年会では、一部の講演を受けて、
来賓、出席者の方々から UD に対してのご意見をいただきました。
次に代表して５名様を掲載させていただきました。
テレビユー福島郡山支社長

前田 昭様

ＵＤは主張したり議論するものではなく
やっていくものだと思うので、これからもで
きるところから一つ一つ確実にやってもらい
たいと思っている。東京にいた時に「小さな
親切運動」に関わっていたが、この運動とＵ
Ｄとは同じ心の中のものだと思う。ＵＤは市
民が動かなければダメ。私も皆さんのお役に立ちたいと考えてい
るので今後とも宜しく…。
ＵＤは今始ったものではなく、平成６年から取り組みが行われ
ているものであるが、10 年経っても何も変わっていない。どれ
だけスピードをあげられるかということは重要なこと。
ＵＤ社会を実現するためには何をしなければならないのかを考
えていかなければダメである。私はこれから（ＵＤの必要性を啓

していてはＵＤは進まない。ＵＤは生涯学習
の一部であると考える。
「公民館活動」
「社会教育」
「青少年」「Ｐ
ＴＡ」等、若い世代に働きかけその人達を巻き込んでゆくことが
大切。またもっと女性を呼び込んで、女性のパワーを組み込んで
いってこそ当会の成長があるのだと思う。
郡山市議会議員

佐藤 幸夫様
ＵＤ推進指針について…     議員 40 名に
送られてきたのは簡単な資料のみ。
P16 の推進体制の構築アで「全庁体制によ
る組織を設置する」とあるが、これはどこで
も書くことなので、形骸化になることを大前
提として考えなければならないと思う。また

それゆえにイの協議会の設置を実現させなければならず「評価」
を行う機関の重要性を市に意見としてあげさせて頂きたいと思う。
昨年ＵＤの議員連盟を立ち上げなければならないという話をし
たが、まだ実現できていないのでメンバーを増やし、今年は全力
をあげて頑張りたいと思う。
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FUD-Newsに掲載します。

ＮＰＯ法人ふくしまユニバーサルデザイン情報
郡山市ユニバーサルデザイン推進指針について

郡山市では、
「第５次総合計画との整合性を図りながら推進す

るための基本的な方向性を示すもの」とし、前記のユニバーサル
デザイン推進指針の取りまとめ作業を進めている。
FUD 佐々木理事長、村岡会員が委員として参加しています。
指針案は、次の６章から構成されている。

■ UD IT 紙芝居出前講座
講師：小林恵
１月 30 日御代田小学校で
電子紙芝居「かいだん王国エ
レベーターの巻」出前講座を
開催しました。

▪指針策定の目的
市民、事業者、行政が共通認識に立ち、協働により取り組む。
▪ユニバーサルデザインの考え方

対象

合同の計 42 名

時間 １時 45 分～２時 30 分
内容

▪基本目標

５年生 21 名・６年生 21 名

６年生は昨年滝田さんの UD 自動販売機のワークショップ
を体験していて、UD の概要は概ね理解、５年生は「聞い

いのちと人権を尊重し、やさしさを感じる公共空間の形成…

たことな～い」からのスタート。

▪三つの視点

既存の投げかけ以外に２つ投げ

①思いやりを行動へ、②もっと身近に、③継続する取り組み

かけを加えて、38 分で 44 コマ終了。

▪五つの推進分野

日常、映像を見ることに慣れている

①人づくり、②人が集まる施設・場所、③交通・移動、

子どもたちにとって、このプログラ

④ものづくり、⑤情報・サービス

ムはリラックスして受けられる授業

▪市民・事業者・行政の協働による推進

のようで、導入としてとても有効な

①職員の意識醸成、②推進体制の構築、③市民・事業
④県等との連携

意識醸成、

等

ま題材になるので、みんなが使いやすい工夫を身近な学校内で見

上記のＵＤ推進指針の策定に関しては、現在、
「こおりやまユニバー
サルデザイン推進懇談会で作業が進められている。
（詳細について
は、郡山市・市民部市民協働推進課）

（事務局

近藤記）

UD 出前講座報告
■講師：理事長

ものだと感じました。学校がそのま
つけたり、さらに進んで、もっと使いやすくする気づきにも繋げ
る教材としても利用出来ました。

（事務局

事務局に A3 カラー・パソコン用プリンター導入

「未来をひらく市民活動支援事業」（郡山市社会福祉協議会）に

応募し、パソコン用プリンター（Ａ３／カラー印刷）の購入を認

佐々木善壽

12 月８日、郡山男女参画センターにおいて、教職員女性 OB
会「あけぼの会」の皆様、約 70 名のご参加のもと、「豊かな高

可いただきました。設備は既に使用中であります。今後は、広報
活動の拡充に威力を発揮できるものと喜んでおります。
（事務局

齢社会へ」と題した UD セミナーが開催されました。
まず、電子紙芝居「かいだん王国のエレベーターの巻」をごら
んいただき、UD とその７原則について大要を掴んでいただいた
後、UD の歴史、そして企業や行政の取り組みをご紹介し、UD
の必要性と将来性を更に学んでいただきましたが。中でも UD の
究極は住空間にあり、家庭内での事故を減らし「安心・安全・快
適な生活」を送れるようにすることが超高齢社会を迎えた日本に
は大切であるという話は関心の度合いも高かったようです。
最後に社会参加・社会貢献に意欲的な「あけぼの会」の皆さん
に対し、次世代を担う方々へ是非 UD の大切さを伝えて頂きたい
というお願いをして閉講となりました。
■講師：事務局

小林記）

（事務局

村岡記）

近藤記）

トライポッド・デザイン中川氏作の割り箸が
グッドデザイン賞受賞

平素より大変お世話になっておりますトライポッド・デザイン

の中川氏が、日本航空の “ 新国際線ファーストクラス機内サービ
ス用箸 ” のデザイン開発において、米国のグッドデザインアワー
ド 2008 を受賞いたしました。
“ たったひとりのためのデザイン ” という発想をもとに、箸袋
も日本の和紙の伝統的な折り方を元に、より取出しやすいよう取
出し口を広くする工夫がなされています。

（事務局

近藤記）

FUD がトライポッド・デザイン製品販売取扱開始

千代貞雄

この度、トライポッド・デ

12 月９日、三春町八文字屋さんにおいて、三春異業種交流会

ザイン製品の販売取扱を認

〈14 名〉のお招きにより、ユニバーサルデザインについて出前講

可いただき、開始しました。

座を開催させていただきました。

ユニークなスタイルと実用

UD なるほどブックを資料に、７原則、福島県の事例、全国の

性を兼ね備えた製品です。

事例をお話し、サービス業、団体、製造業、小売業と様々な業種
の方々でしたが、業界を問わず、業務に活かせることを説明し、
新たなマーケットの創出にも発展できる考えかたに興味を持って
いただきました。

FUD 総会に全員参加を !
年１回の行事に、できるだけご参加を…

是非、お問い合わせ下さい。
会員は 10％割引。取扱は梱包単位の仕入れになりますのでご相
談ください。

FUD 定例総会 第六回総会
４月 18 日㈯ PM4:30 〜
郡山ビューホテル 4F

（事務局

セミナ
ー
乞うご
期待

近藤記）

