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■第 9 回 FUD 通常総会報告
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全く他人事のように感じていた、私をはじめとする福島
県民は猛省しなければなりません。
この世に絶対ということは無く、従って神話も存在しな
いことは、過去が実証しています。
あの太平洋戦争では『神風』は吹きませんでした。また
バブル崩壊によって『土地神話』は崩れ去り、景気低迷の
時代に突入しました。そしてこの福島原発事故によって
『安
全神話』は完全に消失してしまいました。
佐藤氏は限られた時間で多くのことを私たちに伝えよう
と、いろいろな話をわかりやすく説明して下さりました。
そして脳裏に焼きついたことは、
「原子力ムラ」という
絶対権力との戦いに、知事やそれを支える部長クラスでは、
とても太刀打ちできない現実があったということでした。

第 9 回通常総会が 6 月 2 日、郡山ビューホテルアネッ

事実、爆発前に原発敷地外で高濃度の放射能汚染があった

クスにて約 30 名の参加で開催されました。

という地震による原因報道は、一瞬にして消えてしまいま

佐々木理事長が議長につき、平成 23 年度事業・収支報

した。

告など 3 つの議案が可決されました。

UD という発想は、
“成熟社会に必要な心”と感じてい

また、今年度の助成金事業に関しても、積極的にチャレ

ますが、今の日本に成熟さを見出すことはできません。

ンジすべきとの期待の声が聴かれました。

堀川吉康

議事終了後、総会第 2 部では記念講演として「福島原
発災害のこれからとユニバーサルデザイン」と題して佐藤

■ UD 全国大会準備委員会現況報告

栄佐久氏より講演いただきました。
第 3 部の懇親会では、和やかに懇談がおこなわれました。

10 月 20 日、UD 全 国 大
会の第 2 回準備委員会が「郡

■記念講演を聞いて

山まちなか文化サロン」で開
かれ、県北・県南・相双の各

放射性物質による影響で、避難生活を強いられるなど、

委員の 6 名のみなさんと佐々

風評被害を含め大打撃を受けているこの福島で…

木善壽・岩崎大樹・千代貞雄

私は、県政に携わってこられた佐藤栄佐久前福島県知事

理事が出席しました。

から、為政者としての真実の声を伺いたく今般の講演に参

準備委員会の会員カルテ・

加しました。

大会希望を事前アンケート調

佐藤前知事の現役時代に、夕方のニュースでマスコミの
取材陣に対し「プルサーマル推進」が大変危険を伴うもの

全国大会準備委員会

査したうえで、各団体の活動

であるという、明確な反駁メッセージを発信されていたこ

共同代表

内容・プロフィールが語られ、

はんばく

とを思い起こします。

佐々木善壽

大会概要について話し合われ

冨樫

ました。

美保

＜話し合われたこと・決まったこと＞
開催時期‥平成 26 年 10 月頃
開催地‥‥メイン会場：郡山市
サ

ブ会場：福島市・いわき市（南相馬市含）
・
会津若松市

メイン会場とサブ会場やエクスカーション場所とは、相
当に距離があり移動時間約 1 時間〜 2 時間を要するの
で、日程や場所の工夫調整が必要である。
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それぞれの団体活動実績や大会参加（活動）テーマが多
岐にわたるので、
早めの調整が必要になり、
分科会のテー
マも考慮しながらグルーピングを探る必要ある。
大会コンセプト・大会テーマに関しては、数案事務局に
持ち寄り、全員で打合せの上決定する。
成果発表（大会）までの活動資金をどう賄うか、個々の
NPO 任せでは全体の調整が効かなくなるし、事務局の
経費も考える必要がある。

クな切り口のお話で、参加者からは多くの質問が寄せられ

補助金・基金も含めて、資金の捻出・獲得にしっかり当

ました。

たらないと成果が作れない。

この企画は後に「グッドデザイン賞 2012」の大賞候補
15 作品に選ばれ、見事金賞（経済産業大臣賞）を受賞し
ました。

会議自体も、各地（6 方部）から集まるのがなかなか厳

岩崎大樹

しく、これからの会議や討議・意思統一には IT をはじめ
様々な工夫を凝らし、委員自身が相当な努力で密な連絡や

■ UD 出前講座報告

早い確認を行い、スムースでオープンな推進をしていく必
要があると思います。

７月24日、テクノアカデミー短期大学校観光プロデュー
佐々木善壽

ス科の 2 年生 13 名を対象に、UD 出前講座を開催しました。
前半の座学で、UD の基本を知っていただき、後半のワー

■第 47 回郡山市こどもまつり参加報告

クショップでは、ハンディキャップを意識してもらいなが
ら、グループごとに、校内の探検をしていただきました。
気づいたことをメモし、場所をカメラで撮影していただ
き、最後にグループ発表をしていただきました。
千代貞雄

5 月 5 日快晴の開成山公園には、大勢の子ども連れが
様々なアトラクションに訪れました。
市の発表によると、4.8 万人でした。昨年は中止になっ
た為、2 年ぶりでの開催です。

■第 4 回郡山市市民活動交流フェスタ参加報告

五十鈴湖湖畔での市の野外 UD コーナーでの参加です
が、恒例の「自動販売機による UD のワークショップ」です。

10 月 13 日、郡山市福祉センターにて第 4 回「郡山市

市の高校生 UD サポーターの方々と一緒に、子どもたち

市民活動交流フェスタ」が開催されました。来場者は全体

に対応しました。サポーターの皆さんとのやり取りはいつ

で 2,500 人でした。

も楽しみですし、子どもたちのアイディアには、教えられ

FUD ではユニバーサルデザインコーナーにて、市の大

ます。

学生 UD サポーターのみなさんの協力をいただき「自動
千代貞雄

販売機を使用した子どもワークショップ」と「暮らしやす
さについてのアンケート」を実施しました。

■郡山 UD 推進市民会議
「日本大学工学部浦部先生講演会」

千代貞雄

6 月 22 日、郡山文化サロンにて第 2 回郡山 UD 推進市
民会議が 11 名の参加で開催されました。
今回は、日本大学建築学科浦部智義先生による、福島県
内を中心とする企業と協働で計画・設計・建設した「構法
や解体後の再利用などの活用も提案したログハウス仮設住
宅」完成までのプロセスを解説していただきました。
ユニー
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■第 4 回こおりやま UD ものづくりフェア報告

今年の特徴は、①去年より規模が大きい、②再生可能エ
ネルギー展示、③ステージイベントが連続して行なわれて

今年の UD フェアは、11 月 22 日・23 日の 2 日間ビッ

いる、ことです。特にイベントが連続して行なわれている

グパレットで開催されました。
開催に先立ち、10 月

と、常に人出があり、会場に活気が出て大変良いと思いま

25 日に、郡山商工会議

した。安積第一小学校の手話の合唱、安積中学校のみなさ

所駅前大通会館にて、日

んと「サーカス」の合唱、今泉女子専門学校さんのファッ

本大学工学部建築学科若

ションショーも鮮やかな色使いとユニークなスタイルで楽

井正一先生より、「災害

しませていただきました。

復 興 に お け る UD の 役

程なく、事務局長の千代さんを見つけ、FUD 展示ブー

割」と題して、UD の基

スのお手伝いに入ります。当ブースは、UD パネル展示・

礎知識から震災での仮設住宅のお話まで、解り易くお話し

UD 自動販売機・その他 UD 関係展示・資料配布などです。

していただきました。フェア当日の会場は、想像していた

興味を示すのは、小学生がほとんど。中でも好評だったの

よりも規模が大きく、どのような展示ブースがあるのか楽

が、UD 自動販売機と木製サッカーボウルです。特に UD

しみにしながら会場へ入りました。

自動販売機は、楽しみながら考える、遊びの要素が子ども

まずは、場内の UD に関する展示や資料を一通り見て

たちに受けているようでした。子どもへの教育は、UD の

廻ります。このような展示会は資料収集には最適です。最

裾野を広げるためにも重要なことであると思います。いつ

新情報や良い資料が手に入りました。30 年前から取り組

もながら、UD の基本が学べる福島県、郡山市、郡山地域

んでいるというタカラトミーさんの
「共遊玩具」
のコーナー

テクノポリス推進機構のコーナーも人気でした。なかなか

では若井副理事の教え子である日本大学工学部の学生さん

良い体験をしました。また、来年も同規模の UD フェア

たちがボランティアで子どもたちに説明していました。

開催を楽しみにしています。
佐藤文俊
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■ FUD 会員企業が 2012 年度 GOOD DESIGN（グッドデザイン）賞を受賞
受賞おめでとうございます。

●株式会社日進堂印刷所グループ（後藤行弘理事）

●合同会社 地球と家族を考える会（嶋影健一理事）

手帳機能に防災知識をプラス「被災地が作った防災＋手帳」

地場産材でつくる住宅「ふくしまの家 KUMIKO」

■「みんなにやさしいお店」
アーツ美容室
郡山市不動前 1-40
TEL.024-921-6886

私が日頃お世話になっている、不
動前のクリニックタウン街にある
アーツ美容室。オーナーの長瀬文雄
さんは、15 年前に横浜から郡山に

入り口のドアは車いすが余裕を持って入れる幅でロック付

越されて現在のお店をオープンしま

きのドアになっています。

した。場所柄、コンセプトは「病院

勿論、待合室・トイレ・フロアはフラットにつながり十分

の中の美容院」だそうです。なかな

なスペースが確保され、車いすでも移動がスムースに可能で

か洒落ていますよね。

す。15 年前からというのがすばらしいです。

建築士の協力で、長瀬さんが目指す、
“ハンディキャップ

最近では、お店そばの一人暮らしで高齢のお客様の送迎も

を持った方にもご利用できるお店” が実現されています。

されているそうで、お店の造りと合わせて好評を頂いている

まず、お店前の駐車スペース 1 台分は車いすの方専用になっ

そうです。

ていて、段差のない緩やかなアプローチで点字ブロックが入

穏やかな人柄の長瀬さんは、ロンドンでも修行の経験があ

り口までガイドしてくれます。

るヘアデザイナーです。みんなが、ゆったりとサービスを受
けられるアーツ美容室でした。
高橋玲子

「みんなにやさしい」
ものを見つけたら、
事務局まで情報をお
寄せください。この
会報でご紹介します。
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