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〜平成23年度 FUD総会を迎えて〜
FUD 理事長　佐々木善壽

昨年（平成 23 年）度ほど、苦し
く頭の中が混乱し、ひたすらもが
いた年はかつてありませんでした。
企業も商店街も市民活動 NPO も
生き残りをかけ、先ず食わんが為、
先ず存続する為どうするか‥‥で
精一杯でした。

震災から早くも、１年２ヶ月が過ぎようとしています。
「かつての生活」が蘇ったかのような錯覚が感じられる

ほど日常が動き出しました。しかし、原発を始め本来の「私
たちの安全安心」が確認され担保されたわけではありませ
ん。まだまだ危うい世界にいることを忘れてはならないと
思います。

安全安心は無料ではありませんし、誰かに任せっぱなし
でもいけません。

公共も地域界隈も社会生活も、我々が皆でつくり守るも
のです。その原理原則に対して社会のシステムは何故、い
つの間に無関心になり人任せで済ませるようになってし
まったのでしょうか‥‥。

その様な時ではありましたが、長年の目標であった「UD
推進市民会議」を皆様のご協力を得てスタートできました
こと御礼申し上げます。

また、当 NPO 顧問でもある中川聰氏の協力をいただき
「被災地からの小さなメセージ展と活動報告セミナー」を
開催させていただき、氏がプロデュースする hug japan

（ハグ・ジャパン）プロジェクトの世界メッセージリレー
（ニューヨーク・郡山・台湾・フランス）に協力参加でき
たことは、当 NPO にとって最高の喜びでした。

現在、「福島県での UD 全国大会開催」の協議が NPO
間で始まっています。単に被災県だからということで開催
されることではありませんが、この大災害とどう向き合い、
闘い、復旧を遂げるのか‥‥、新たな社会生活や環境・シ
ステムなどのハードとソフトを現在の閉塞感からどう転換
し、新しい流れに切り替えられるのか、その試みや成果を
問う場でなければならないと考えます。

世の中が大きく変わろうとしている今こそ、「ユニバー
サル・デザイン」の発想・価値・概念を普及拡大し、本
格的なふくしま復興の最大のチャンスと捉え、UD 運動に
チャレンジしてゆきたいと思います。

今後とも、皆様のご支援・ご協力をよろしくお願い申し
上げます。

■第８回定時総会報告　（６／11）
震災の影響で、本年度の総会が大幅に遅れての開催とな

りました。
前半の記念報告では、行政・一般の方も御招きし、一

部で「商店街応援プロジェクト　ユニバーサルデザイン
（UD）発見隊」の報告 [ 発見隊事業の内容・発見隊員ア
ンケート結果・発見隊結果・協力店のアンケート結果・確
認セルフチェック結果・今後の課題と方向性について ] が
佐々木理事長・岩崎さんよりなされました。

続いて報告二部では、「情報の UD 研究報告　被災地か
らの小さなメッセージ展」と題して

ベネッセコーポレーションの的場一成氏より、５月に米
ニューヨークの画廊でトライポッドデザイン中川聰氏との
コラボレーションで開催された、東日本大震災で被災した
子どもが綴った言葉や絵を紹介する「WE　ARE　HERE
　被災地からの小さなメッセージ展」についての報告をい
ただきました。

後半の総会では４つの議案に対し審議がなされ無事終了
いたしました。

総会終了後、的場氏にもご参加いただき、懇親会が開催
されました。
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■ハグジャパン展・中川聰氏記念講演
UD 市民推進会議がスタート（11 月１〜４日）
５月にニューヨークで開催された東日本大震災で被災

した子どもがつづった言葉や絵を紹介する「WE　ARE　
HERE　被災地からの小さなメッセージ展」の分化展（約
80 点）がトライポッドデザイン・ベネッセコーポレーショ
ン両社のご協力により、郡山のハーモニーステーションで
４日間に渡って開催されました。

このプロジェクトは非営利団体「ハグ・ジャパン・プロ
ジェクト」とベネッセコーポレーションの共催。茨城県高
萩市、岩手県山田町、宮城県女川町、福島県郡山市の各避
難所を訪れ、そこで暮らす 10 歳前後の子どもたちに「今
伝えたい言葉」「描きたい明日」を特製和紙に描いてもらっ
た。２週間ほどで 450 人の作品が集まり、うち 300 作を
パネル展示。全作品を映像で会場に流した。

郡山市の避難所では、FUD の小林恵さんと私が協力を
して絵を送りました。

展覧会に伴い、トライポッドデザインの中川聰氏による
記念講演と「郡山 UD 市民推進会議」の発会式も行われ、
ワールドカフェスタイルでの町づくりをテーマにした話し
合いが行われました。尚、展示・片づけで、御手伝い下さっ
た会員の皆さんに御礼申し上げます。

岩崎大樹

■UDサマー探検隊報告（８月６日）
去る８月６日㈯、カルチャーパークにて「こおりやまユ

ニバーサルデザインサマー探検隊」（郡山市主催）が実施
されました。小３〜中学生の親子を対象にした体験教室で、
約２時間（13：30 〜 15：30）のワークショップやクイ
ズといった体験を通して、UD の意味や具体的事例、その
必要性等の気付きを促すものです。会場は定員（20 組）
を超える参加者で盛り上がりました。わが FUD は、「市
との協働」の一環として参加、UD 電子紙芝居「かいだん
王国のエレベータの巻」を実施しました。エレベータを題
材に物語を展開しますが、途中七つの課題（UD の７原則）
に直面します。その都度親子で考え発表してもらう双方向
型紙芝居です。その二人三脚の光景はとても微笑ましいも
のでした。他に定番の自動販売機ワークショップを行いま

した。こちらはボランティアスタッフがホストとなり、参
加者と共に様々な特性を有した利用者を想定した自販機を
考えました。参加者の意外なアイディアに驚たり机上では
得られない臨場感で認識を深めることができました。「地
道な活動なくして啓蒙なし」ですね。

小野塚彰宏

■こおりやまUDものづくりフェア 11 月５・６日
（鈴木先生記念講演含む 10 月 12 日）

第３回こおりやま UD ものづくりフェアがハーモ二ー
ステーション郡山で開催されました。

開催に先立ち、10 月 12 日
には同会場にて、福島大学鈴木
典夫先生の学生さんたちとの大
学での被災した方々との生活の
経験などを織り交ぜながら「災
害時の UD」について語ってい
ただきました。

フェア当日、FUD でも郡山商工会議所、テクノポリス
推進機構、郡山市民協働推進課、ＵＤボランティアの皆さ
んとのコラボレーションで、UD 発見隊の報告、自動販売
機 WS コーナー、UD 電子紙芝居、UD クイズラリー等
で参加しました。今泉女子専門学校のみなさんの恒例 UD
ファッションショーも好評でした。また、大高久美子さん
のご好意により民話「十三の砂山」( 大津波の物語）を津
軽三味線付で演じていただきました。

同日開催の郡山ウィンターフェスティバルとの相乗効果
で、3,000 人近くの入場者がありました。ビッグパレッ
トが使用できない為、街中での開催となりましたが、貴重
な開催場所での体験だったと思います。 千代貞雄



■中川聰氏大津港復興イベント見学報告
東日本大震災で大きな被害を受けた茨城県北茨城市の大

津港で、クリスマスに合わせて７隻の漁船をイルミネー
ションで彩る催し「バトゥ・ノエル（フランス語で船のク
リスマス）」が、12 月 23 〜 25 日、同県常陸太田市出身
のトライポッドデザイン中川聰氏の企画で大津漁業協同組
合により開催されました。港ではジャズフェスティバルの
ほか、特産品を売る屋台もあり、たくさんの人でにぎわい
ました。 おりしも、前週に足
を負傷した私は、車椅子での参
加となりましたが、寒さの他は
不便なことはなく、幻想的な光
景を楽しませていただきました、
ありがとうございました。

小野塚彰宏

■出前講座報告
◦１月 20 日  福島県立テクノアカデミー会津 短期大学校

１月 20 日、観光プロデュース科２年生の皆さんを対象
に UD 講座を開催しました。

前半は座学で「ユニバーサルデザインとサービス」をテー
マに“人はみな違う、バリアフリーと UD の違い・UD と
いう言葉が無くなる日”をコンセプトに UD の概略を学
んでいただきました。また、カラーユニバーサルデザイン
についても見やすいカレンダーを例に知っていただきまし
た。後半は、ワークショップ形式の二部構成で行いました。
１部では、二人ペアになって視覚障がいの疑似体験として
アイマスク着用で校舎内の歩行を、歩行者と案内役交互に
体験してもらいました。

２部では、FUD 名物の「自動販売機ツール」を使用し
使いやすい自動販売機のデザインをしてもらいました。最
後に科担当の先生にいろんな人が使いやすい自動販売機を
作成していただき、講座を終えました。これからサービス
産業に就職されるみなさんの職場でこの講座が少しでも役
に立てればと思います、ありがとうございました。

尚、資料を福島県男女人権グループ様、高齢者疑似体験
セットを郡山市市民協働推進課さまにご協力いただきまし
たことに厚く御礼申し上げます。

◦３月 15 日　郡山市立東芳小学校

６年生と４年生の 42 名に自動販売機による 90 分の
UD 講座を開催しました。

前半で、資料を使ってユニバーサルデザインの概要を
知っていただき、５班に分かれて、

ハンディキャップを考慮した使いやすい自動販売機を作
成してもらいました。

後半で各班のグループ発表をしてもらい、先生に理想の
自動販売機を作成してもらい

みんなんで、UD について考えました。お年寄りは冷た
い物よりは暖かいものを飲むから「あったかい物は下側
へ」とか、目の不自由な方の場合「点字で表示をする」など、
当事者の事を考えたきめ細かなアイディアがでていました。
資料と疑似体験のセットをご協力いただきました、郡山市
市民協働推進課の皆様に御礼申し上げます。

千代貞雄

■市民活動交流フェア報告２月４・５日
郡山市主催の第３回こおりやま市民活動交流フェアに今

年も FUD が参加しました。
前回より雪も少なく天候に恵まれ、２日間にわたるユ

ニークな講演会、また、本フェスタの認知度の高まり等も
あって入場者も以前より増加傾向にあります。自動販売機
コーナー、UD 資料コーナーで参加しましたが、障がいを
持つ子どもと暮らす家族の方にも、生活環境やものづくり
に関して様々なご意見をちょうだいすることができ、これ
からの活動の参考になりました。また他の活動団体の皆さ
んとの情報交換等、交流を図ることができました。

小野塚彰宏
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■会議参加報告
◦福島県 UD 推進協議会

県内 22 名委員（一般団体長・学識経験者・行政関係者
他）により、昨年の震災で延期になっていた福島県の UD
推進会議が震災後初めて開催され、現在私たちが置かれて
いる状況の確認と、これからの UD 推進の在り方を協議
しました。

組織の推進体制が、依然として行政在りきで行政の意向
が出ないと進まない組織体制に対して、外部有識者（一般
委員・専門家）と行政との本部組織体制を提案したいと思
います。

行政は政策上の執行に進めやすい組織構成にしがちです
が、この組織で今まで成功している部分もありますが、成
果が出ない案件やそのシステムが機能していないことも見
受けられます。

仮設住宅に関しては、福島県の UD 推進 10 年の成果が
活かされず、県の UD 推進と政策に残念さを感じています。

佐々木理事長

◦ UD 全国大会にむけた準備会
（福島県７方部エリア NPO 団体参加）
一昨年から県の UD 担当部局の相談を受け、UD 全国大

会の話合いを何度か持ちましたが、昨年半ばより、NPO
団体が、県内で UD 全国大会を誘致する動きが活発になっ
ています。

意図は理解できますが、今この状況で来年 25 年度実施
は無理ですし、何をメインイベントにするのか？テーマは
見えていますが、どんな成果や実証を発表できるかのプロ
セスの問題がかなり大きく重い課題と考えています。

しかし、２〜 3 年後には震災を総括するような実験・
実証の発表は、UD の NPO として是非やる必要を感じて
いますし、今からそこに向かっての準備や資料を整えなが
ら他関連団体や研究機関、行政と連携を図る必要があると
思います。
 佐々木理事長

◦郡山 UD 推進協議会参画について
郡山 UD 推進協議会委員として昨年に続き１年間参画

させて頂きました。東日本大震災による影響もありまし
たが、［UD 推進に向けた取り組みについての提案シート］
で提案した中の「歩行者通路と車道の段差をなくす」「市
職員の方が使用する気付きメモに UD ７原則を印刷して
もらう」等が実践されています。他にも着実に進化してい
ることを感じました。平成 24 年度も引き続き委員を委嘱
されたのでＵＤ推進に努めてまいります。“まずは関わる、
関わるはつながる、つながるは広がる、広がるは変わる。”
ですね。
 小野塚彰宏

これからの FUD行事（参加）予定
月 行事
毎月 通常理事会

偶数月 UD推進市民会議
2012年 8月 郡山UDサマ―探検隊

10月 第3回UD探検隊
11月 こおりやまUDものづくりフェア

2013年 1月 新年会
2月 郡山市民活動フェア

こおりやまUD推進協議会
5月 こども祭り

◦第 1 回 UD 推進市民会議
4 月 21 日㈯こおりやま文化サロンにて、第１回の UD

推進市民会議が 17 名の参加でが開催されました。
UD 推進市民会議は FUD、高齢社会をよくする女性の

会、日大工学の学生を中心に、UD を推進しようという有
志の市民で、昨年 11 月 4 日に旗揚げしました。

今回は、アイスブレイク※「郡山市内で訪れたい所はど
こですか」を発表し合った後、３つのグループに分かれ、
昨年 11 月１日のプレイベントでのワールドカフェで集約
された、「中心市街地に
は何が必要？」「高齢化
社会に求められるまち
づくり」「歴史・文化遺
産の活かし方」「公共交
通には何が必要？」の 4
つのテーマとアイディア
を掘り下げました。

次回はそれぞれのテーマについて具体的な提案づくりに
入りたいと思います。

岩崎大樹
※アイスブレイク：会議やワークショップの最初に場の緊

張感をほぐすグループワーク

事務局より
本年度は、会報の発行が大幅に遅れ、年間のまとめ

号となってしまいましたことをお詫び申し上げます。
今年度は、活動の予告と報告を従来のように戻して

いきますので、イベント等には何卒、ご参加・ご協力・
ご支援をお願い申し上げます。


