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〓 平成２３年度 事業報告 〓 
 ■自：平成２３年４月１日 ～ ■至：平成２４年３月３１日  

 

【通常総会・監査会】 

開 催 月 日 開  催  内  容 開催場所 出席者数 

H23. 4.28 
【監査会】 

① 収支決算監査 
当所 ４名 

 

 5.10 
 

【総 会】 

①平成２２年度事業報告の件 

②平成２２年度収支決算報告の件 

③平成２３年度事業計画（案）の件 

④平成２３年度収支予算（案）の件 

⑤任期満了に伴う役員改選の件 

ﾎﾃﾙ 

ﾌﾟﾘｼｰﾄﾞ郡山 

地下 1階 

「ｽｸｴｱ」 

２０名 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【会議関係】 

開 催 月 日 開  催  内  容 開催場所 出席者数 

H23. 4.15 
【中心部商店街と関係団体との懇談会】 

 (1)「まちなかの日」事業について 
まざっせ 

プラザ 
１８名 

5.11 
【中心部商店街と関係団体との懇談会】 

 (1)「まちなかの日」事業について 当所 ２３人 

6.16 
【親子ふれあいウォーク（仮称）検討会議】 

(1)親子ふれあいｳｫｰｸ（仮称）実施について 当所 ８人 

6.20 
【中心部商店街と関係団体との懇談会】 

 (1)「まちなかの日」事業について 当所 １７人 

7.14 
【中心部商店街と関係団体との懇談会】 

 (1)「まちなかの日」事業について 当所 １９人 
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開 催 月 日 開  催  内  容 開催場所 出席者数 

7.29 

【まちなか音ステージ実行委員会】  

(1)事業概要及び収支予算書（案）の件 

(2)実行委員会会則の件 

(3)平成２３年度実行委員会委嘱の件 

当所 １４人 

8.18 
【中心部商店街と関係団体との懇談会】 

(1)「まちなかの日」事業について 当所 １７人 

9.15 
【中心部商店街と関係団体との懇談会】 

(1)「まちなかの日」事業について 当所 １９人 

10.17 
【中心部商店街と関係団体との懇談会】 

 (1)「まちなかの日」事業について 当所 １５人 

10.18 

【アンテナショップ「逸品市場」の意見交換会】 

(1) 農産加工品の販売状況について 

(2) アンテナショップ「逸品市場」の運営につ

いて 

合同庁舎 ２０人 

11.21 
【中心部商店街と関係団体との懇談会】 

 (1)「まちなかの日」事業について 当所 １８人 

11.22 

【まちなか音ステージ まちなかミュージック

コンテスト審査会】 

(1) 事業報告・経過説明 

(2) 音源審査及び映像上映 

(3) グランプリ・特別賞選出 

FMふくしま １１人 

12.22 

【まちなか音ステージ第２回実行委員会・グラ

ンプリ受賞式】 

(1)事業報告について 

(2)まちなかミュージックコンテストグラン

プリ受賞式 

郡山ﾋﾞｭｰﾎﾃﾙ １２人 

12.19 
【中心部商店街と関係団体との懇談会】 

 (1)「まちなかの日」事業について 当所 １６人 

H24. 1.11 
【中心部商店街と関係団体との懇談会】 

 (1)「まちなかの日」事業について 当所 １７人 

2. 4 

【平成 23年度郡山市市民活動推進顕彰事業（ま

ちづくりハーモニー賞）表彰式】 

(1) イベント部門表彰 

（まちなか音ステージ実行委員会） 

労働福祉 

会館 
 

2.16 
【中心部商店街と関係団体との懇談会】 

 (1)「まちなかの日」事業について 当所 ２１人 

3.19 
【中心部商店街と関係団体との懇談会】 

 (1)「まちなかの日」事業について 当所 １８人 
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【事業関係】 

１．まちなかの日 
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２．路線バス乗車料金助成事業 
原発事故の影響によりビッグパレット福島へ避難してきた方々を対象に、

ビッグパレット福島⇔郡山駅前の区間限定で利用できる割引チケットを作

成。まちなかへの来街を図った。 

 

【実施期間】 平成２３年４月２９日（金）～５月８日（日）・６月５日（日） 

【対象区間】 ビッグパレット福島⇔郡山駅前 

【利用方法】 利用者は定期乗り合いバスに乗車した際、割引チケットを携行

し、精算時（料金支払時）にチケットを回収する。割引チケッ

ト（１００円）は１回の乗車につき２枚まで利用可能。 

【利用枚数】 ７９枚  

 

３．うねめプラザ  
 

中心市街地の情報発信拠点“まざっせプラザ”を利用し、郡山市を含む県中

地域の情報を発信するとともに、まつり期間中、思い思いの色を塗ってオリジ

ナルうちわを作る“ぬりえ DE うねめ”や海老根伝統手漉和紙を使用して作る

“うちわ DE うねめ”コーナーと歴代のミス采女の時代衣装や制服などを展示

する「うねめまつりなつかし展」開設。たくさんの親子連れなどで賑わった。

また、毎月第一日曜日に開催している「まちなかの日」のＰＲをした。 

 

【開設期間】 平成２３年８月５日（金）・６日（土） 

１０：００～２０：３０ 

【開設場所】 まざっせプラザ（郡山市駅前大通り沿い） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□内 容 

【展示コーナー】 

「うねめまつりなつかし展」 

歴代のミス采女の時代衣装や制服などを展示 

郡
山
駅

駅前大通り

菊屋茶舗

ビューホテルアネックス

“まざっせプラザ”

奥
州
街
道

ﾁｬﾚﾝｼﾞ
ｼｮｯﾌﾟ



 6 

 

【体験ブース】   

①うちわ deうねめ 

中田町の海老根伝統手漉き和紙を使ってオリジナルうちわを作成。親子で楽しく作

る姿が見うけられた。 

 

②ぬりえ deうねめ 

思い思いの色にうちわの采女ちゃんを染める体験コーナー。幼稚園から小学生低学

年のお子さんがたくさん参加した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．秋の味覚フェア（まちなかフェア） 

 

複数地域の商工会と原発事故により郡山市に避難している川内村と共同

で各地に在る豊富な観光資源・特産物等を一堂に集め、中心市街地から発

信することで、商品の告知機会創出と、ブランド力の向上を図った。 

 

【実施期間】 平成２３年１０月１日（土）・２日（日） 

【実施場所】 なかまち夢通り 

【実施内容】  

◆農産物・特産品（加工品）等の販売 

○新鮮高原野菜（布引大根、高原キャベツ等）、はちみつ、梨、アイス

クリーム、蔓かご等 

◆観光コーナー 

○名所紹介 ：布引高原（風力発電ほか）、紹介パンフレット配布 

◆飲食コーナー 

○湖南高原そば 

 「ぶっかけそば」を提供し、子供から年配の方まで召し上がる光景が

見られた。 

○いわな、かりんとう、コロッケ、おこわ、エンバナーダ等 

◆まちなか抽選会（まちなかフェアで商品を購入した方が対象） 

○賞品：北海道１泊２日ご招待、特産品など 

うちわ deうねめ ぬりえ deうねめ 
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川内村のいわなが好評でした 

【順不同】

№ 事業所名 販売・展示品目

1 湖南町 四季の里 物販 野菜各種

2 湖南町 サウスレークファーム 物販 じゅんさい・花豆・各種缶詰・かりんとう

3 湖南町 小椋物産 物販 生しいたけ・乾燥しいたけ

4 湖南町 上野工房 物販 蔓かご・野菜各種

5 湖南町 わらい家 物販 かりんとう・みそ豆・どぶろく

6 湖南町 浜路そば道場 飲食 高原そば

7 湖南町 ㈲湖南精肉店 飲食 手作り餃子・メンチカツ・かりんとう他

8 富久山町 ㈲浜翔 飲食 おにぎり、おこわ、いそべ焼き

9 安積町 三本木養蜂園 物販 はちみつ

10 安積町 あいてっくファーム「ブルーベリー物語」 物販
ブルーベリーアイスクリーム
ブルーベリーシャーベット

11 熱海町 熱海町商工会 物販 梨

12 川内村 かわうち屋 飲食 しみもち・乾燥しいたけ・乾麺・味噌・いわな塩焼き

13 三春町 ドン・ミゲル 飲食 エンパナーダ

 

□出店者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

２日間とも、天候に恵まれました 新鮮野菜や加工品の販売 

まちなか抽選会 
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装飾されたツリーが店先に（柏屋） 赤木小６年生のみなさん 

５．クリスマスツリーロードプロジェクト 2011 

地元の児童たちが装飾したクリスマスツリーを駅前に設置することで参

加した児童と家族をはじめ、広く市民にまちなかに繰り出していただくと

ともに、東日本大震災や原発事故、台風１５号などにより受けた閉塞感を

打破すべく、郡山のまちなかから“元気”“希望”を発信していただければ

と思い立ち上げたプロジェクトです。 

 

【設置期間】 平成２３年１２月１日（木）～２５日（日） 

【設置場所】 郡山駅前大通り 

【協力学校】 金透小学校、小原田小学校、橘小学校、赤木小学校、薫小学校、 

※もみの木は那須のキャンドルハウス・シュシュ様にご提供いただきました。 
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小学校名 No. 作品名 場所

1 復興ツリーin郡山 新月

2 スカイツリーin郡山 コロボックル

3 Happy　Music　ツリー2011 JOY商事

4 キラキラ金透っ子ツリ―in郡山 はんこ広場

5 金透ザ・ツリ― 郡山商工会議所

6 がんばれ福島!!東北復興ツリー ギャラリー観

7 きらきらえがおツリ―（１年３組） 清水台薬局

9 なかよしツリー（１年１組） 三万石

10 えがおいっぱいきらきらツリ―（２年１・２組） ローソン駅前店

11 にこにこツリ―（２年３・４組） アパマン情報館

12 みんなのゆめツリ―（１年２組） 寿泉堂クリニック

13 Dreams　Come　True（６学年） リッチフィールド

14 明日へジャンプ！（１学年） 地もの屋

15 今年だからこその願い（４学年） 郡山商工会議所

16 N☆E☆G☆A☆I（３学年） まざっせ

17 笑顔あふれる郡山市に（５学年） 菊屋茶舗

18 今日も元気だ！明日も笑おう！（２学年） 郡山住宅情報

19 赤木小学校１学年 エリート店舗ｾﾝﾀｰ

20 赤木小学校２学年 野田呉服店

21 赤木小学校３学年 郵便局

22 赤木小学校４学年 柏屋

23 赤木小学校５学年 シミズヤビル

24 赤木小学校６学年 ミラージュ

25 きらめき チャレンジショップ

26 サン SUN　燦 ツリ―（３学年） くさの貴金属店

27 えがお 赤とんぼ

28 元気いっぱい２年生 チケットプラザ

29 ハッピー クローバー ビューアネックス

30 第５学年 魚紋

クリスマスツリーロードプロジェクト2011『作品一覧』

金透小学校

小原田小学校

橘小学校

赤木小学校

薫小学校

友だちいっぱいなかよしツリ―
（わかば・たんぽぽ学級）

8 PANAMABOY
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【共催事業 関係】 

①世界ベンチイス創作コンテスト 

 □募集期間 ：平成２３年 ６月 １日（水）～ ８月１９日（金） 

□審査会：平成２３年 ９月 ８日（木）〔第一次審査〕 場所：郡山商工会議所 

１１月 ６日（日）〔最終審査会〕 場所：ﾊｰﾓﾆｰｽﾃｰｼｮﾝ郡山 

□表彰式・引渡し式： １１月 ６日（日） 場所：ﾊｰﾓﾆｰｽﾃｰｼｮﾝ郡山 

□入 賞：グランプリ 「オカリナ・イス 」（郡山市・鈴木千尋さん） 

準グランプリ「ベンチＫＬＹＣＨＩ（クルーチ）」（福岡県・ﾚﾆｺﾊﾞ･ｴｶﾃﾘｰﾅさん） 

第３位   「ＧＥＮＫＩ～弦喜」（郡山市・橋谷田 高さん） など５作品 

 □内 容：都市の魅力向上と中心市街地に安らぎ・憩い・潤いなどを感じてもらい、交

流人口増加を目的に、「音と音楽」をテーマに創作ベンチ・イスのデザインを

募集。国内外から１２６点の応募があった。ハーモニーステーション郡山で

の最終審査会で各賞を決定した。入選作品５点のベンチを中心市街地や公共

施設などに設置した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②『郡山うねめまつり 電飾広告看板』設置 

 □期 間：平成２３年７月２８日(木)～８月６日(土) 

 □内 容：うねめプラザ及び「まちなかの日」事業をＰＲ 

 

③『ゆかたＤＥうねめコンテスト』ゆかた販促事業 

 □期 間：平成２３年８月５日(金)・６日(土) 

□場 所：郡山駅西口駅前広場 特設会場 

         

 

 

 

 

         

 

 

 

 
電飾広告看板 ゆかた deうねめコンテスト 

オカリナ・イス ベンチＫＬＹＣＨＩ（クルーチ） 
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④郡山コンベンションビューロー『県内観光地研修会（西部）』 

 □期 間：平成２３年８月３０日（火） 

 □場 所：福島県西部 

 □内 容：「野口英世記念館」や「諸橋近代美術館」など県西部にある観光資源を巡る研

修会を実施。 

 

⑤『まちなか音ステージ』 

 □期 間：平成２３年１０月１日（土）２日（日） 

□場 所：中心市街地５箇所 

うすい百貨店前／ハーモニーステーション郡山／ウィングガーデン内 

アティ郡山内／郡山駅構内 

 □内 容：中心市街地から「音楽都市郡山」を発信する「まちなか音ステージ」は、中

心市街地の５箇所のステージを会場に、クラシック・ゴスペル・アコーステ

ィックなどの演奏者（５０団体１９９人）が参加して実施。２日間に渡り音

楽と若者が集う活力ある郡山を中心市街地から発信した。 

まちなかミュージックコンテスト ボーカル部門グランプリ受賞者 Ｌucci 

インストゥルメンタル部門グランプリ 鬼灯（ほおずき） 

審査員特別賞 高木満里子 

 

※平成２４年２月４日（土）平成２３年度郡山市市民活動推進顕彰事業（まちづくりハーモニー

賞）イベント部門の表彰を受けました。 

審査員特別賞 高木満里子さん 

 

ｲﾝｽﾄｩﾙ部門ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ 鬼灯 

 
ﾎﾞｰｶﾙ部門ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ Lucci 

 

ブラスバンドの力強い演奏！ 
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⑥『第３回えがお市』 

  □期 間：平成２３年１０月１５日(土)・１６日(日) 

  □場 所：なかまち夢通り・ハーモニーステーション郡山 

  □内 容：飲食物・雑貨の販売やフリーマーケット、来場者参加型のワークショップ、

地域劇団及び市内高校生等による演劇や、地元団体の音楽ステージなど開催。 

 

⑦郡山コンベンションビューロー『市内観光地研修会（南部）』 

 □期 間：平成２３年１１月２日（水） 

 □場 所：福島県南部 

 □内 容：「神炊館神社」や「はたけんぼ」など県南部にある観光資源を巡る研修会を実

施。 

⑧『東日本大震災復興市民総決起大会』 

  □期 間：平成２３年１１月２７日(日) 

  □場 所：郡山駅西口広場 

  □内 容：「築こう元気な“こおりやま”」を合言葉に復興提言と大会決議を採択。 

 

⑨『ビッグツリーページェント・フェスタ IN KORIYAMA』 

 □期 間：平成２３年１２月１日（木）～平成２４年２月１４日（火） 

□場 所：郡山駅西口中央広場 

□内 容：広場を彩った。「がくとくん」や「おんぷちゃん」、「光の扉」などのほか、前

半はクリスマスイメージ、後半はバレンタインをイメージした装飾を展開。

音楽イベントやビンゴ大会などの催しとの相乗効果で、期間中県内外から多

くの来場者があり、中心市街地の活性化に寄与した。  

(1)広場立木・植栽、建物、グリーンの扉などへのイルミネーション 

①オープニングセレモニー・点灯式（12月 1日(木)） 

②約１８万球のＬＥＤを装飾 

(2)音楽イベントを３回開催（12月 22日(木)1月 13日(金) 2月 14日(火)） 

合唱、ゴスペル、アコースティックなど１３団体が参加 

       (3)まちなかビンゴ合戦を２回開催（12月 22日(木)、1月 13日(金)） 

駅周辺大型店や商店街等の協力により実施 

 

ＦＳＧﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽﾀｯﾌ 

 

まちづくりﾊｰﾓﾆｰ賞を受賞 
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       (4)キャンドルページェントを開催（2月 14日(火)） 

市内学校が制作したキャンドルとｷｬﾝﾄﾞﾙｼﾞｭﾝ氏によりイルミネーション

とキャンドルのコラボレーションを行う。江崎グリコの提供によりバレン

タインのプレゼントを配布。ふくしまＦＭの番組内で大切な人へのメッセ

ージを募集した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩第 1回ＹＮＮまつり～笑顔で繋がる日本列島～ 

 

 □期 間：平成２４年１月７日（土） 

 □場 所：まざっせプラザ 

 □内 容：吉本興業“あなたの街に住みます芸人”の「ペンギンナッツ」によるお笑い

ステージと音楽イベント 

 

⑪郡山コンベンションビューロー『新春コンベンションセミナー』 

 □期 間：平成２４年１月２７日（金） 

 □場 所：ホテルハマツ 

 □講 師：永世棋聖 米長邦雄氏「物から心への時代」 

橘小の子どもたちと一緒に♪ 

 

キャンドルジュンさん演出の灯り 

 

まちなかビンゴ大会 

 
ＦＳＧﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽﾀｯﾌ 

 


