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パートナー養成講座終了
10 月 13 日㈯・20 日㈯・27 日㈯・11 月３日㈯の４日間、９
講座にわたり開催した UD パートナー養成講座が終了しました。
全体の ３/4 以上を受講した 14 名の方に、県から修了書が授
与されました。うち 13 人の方には福島県 UD 推進パートナー
としてこれからの活躍に期待しています。当 NPO でも、フォ
ローの態勢を強化したいと思います。

1「UDに対する県の取り組み」
福島県人権男女共生グループ
小野田 博子氏

ますます望まれます
超高齢社会の UD

2「UD の認識」
福島大学
鈴木 典夫氏

日常生活から災害の現場でも
実践の UD

3「色彩の UD」

進和クリエイティブセンター
後藤 行弘氏・黒沢 誠一氏

何気ない日常の中で
色彩の持つ面白さ難しさ

4「思いやりは UD」

NPO 生活支援センター
ガッテン須賀川 遠藤 正一氏

実学・ワークショップを
通して学ぶ UD の重要性

5「人権と社会」

NPO 市民メディアイコール
矢吹 準子氏

人間性『おもいやり』の
見直しから UD を再考

人権啓発フェスティバルで UD の NPO ブースを運営
10 月７日㈰・８日㈪、ビッグパレットふくしまを会場に
『人権啓発フェスティバル』が開催され、当 NPO でも UD の
NPO ブースにて、会津、浜通り地域の NPO と共に、中通り
地域の NPO としてワークショップを実施しました。２日間、
当 NPO では来場者の方に、自動販売機のツールのワークショッ
プを体験していただき UD の必要性を説明しました。
８日㈰にはミニステージにて、団体の紹介と自販機ツールの
デモンストレーションを行いました。

NPO ふくしまユニバーサルデザイン 佐々木善壽理事長から修了書が手渡されました

6「住まいと環境」
西家建築設計
西家 千尋氏

UD の目指すところは
豊かな住まいです

7「もの作りの UD」
ベルテックス
須藤 淳氏

中小企業のもの作り〈UD〉
の難しさをひしひしと

8「情報の UD」

デザイニングマーブル
渡辺 ひろ子氏

パソコンもチラシもツール
情報は分かりやすく使いやすく

9「人間工学と UD」
日本大学
若井 正一氏

人間のための人間による
学問こそ UD にゆきつきます

ふくしまユニバーサルデザインフェア 2007 報告
《先進地パネルディスカッション》
「わたしたちが目指すユニバーサルデザイン それぞれのビジョン」
コーディネーター：鈴木 典夫氏
パネラー：

静岡県

鈴木 妙子氏

熊本県

山内 信吾氏

埼玉県

町田 芳明氏

福島県

鈴木 裕幸氏

《ビジネスフォーラム１》
「国が考える UD と
地方の取組み状況」

「UD 夢 市・思 い や り が 見
える快適生活」をテーマに、
９ 月 28 日 ㈮・29 日 ㈯・

国土交通省

30 日㈰の３日間にわたり約
10,000 人の入場者を迎え、

小野田 吉純氏

ビッグパレットふくしまにて
開催されました。

《ビジネスフォーラム２》
「地域が活性する
UD 実践偏」

各ゾーンの展示と平行し、
先進地パネルディスカッショ
ンやビジネスフォーラムなど

スローフードにいがた
岩田 桂氏・養田 武朗氏

さまざまなイベントが開催さ
れ、昨年より会場は狭いもの
の、全体として、統一感と賑

《ビジネスフォーラム３》
「７年目の UD 番組
奮戦レポート」

わいがあったとの評価をいた
だきました。

北海道文化放送
山田 もと子氏・石井 雅子氏

小学生による、UD 講座開催 !

UD ステップアップセミナー参加者募集 !

10 月 28 日㈰郡山市立安積
第一小学校（以下、安積一小）
の「子ども祭り」で、子ども

ユニバーサルデザインで活動している方を講師に迎え、現場
からの知識や実践で使えるアイデアやヒントが習得できるセミ
ナーを開催します。

たちによるユニバーサルデザ

参加費は無料で、どなたでも参加できます。

イン（UD）ミニ講座が行な
われました。ホスト役の４年

NPO 法人ふくしまユニバーサルデザイン事務局
☎ 024‐938‐6102 へお申し込み下さい。

３組の児童が UD の意味や７
原則、そして具体的事例などを発表した後、ワークショップ「み
んなで使える自動販売機をつくろう」を行ないました。訪れた
保護者や子どもたちも熱心に参加し、これからの社会に UD が
必要だということを実感していました。
安積一小では、６年生の校外学習の一環として、ふくしまユ
ニバーサルデザインフェア見学を３年間続けています。
またフェア期間中の会場で、安積一小の先生方のボランティ
アによる「みんなで使える自動販売機をつくろう」出前講座を
行い、多くの来場者にユニバーサルデザインの必要性を伝える
など UD への積極的な取り組みを行なっています。そして今回

⃝日時： 12 月２日㈰  午後１時〜４時 30 分
⃝会場： 郡山市労働福祉会館
（郡山市虎丸町 7-7 ☎ 024-932-5279）
⃝内容： 第一部 「学生との UD 活動で見えてきたこと」
木村信綱氏（福島県内私立大学教員）
第二部 「UD のものづくり 実践編」
岩田
第三部

桂氏（岩田事務所・スローフードにいがた）

パネルディスカッション
「UD の実践に向けて」

⃝参加費：無料

初めて子どもたちが主体となり UD 講座にチャレンジしました。
今後、このような活動が広がれば、「UD は社会の常識」と
いう認識を子どものうちから持てるようになり、結果として社
会を変える原動力につながっていく頼もしさを感じました。
（取材

小野塚彰宏）

木村 信綱氏

岩田

桂氏

