
 

 

 

 

 

 

 目  的  

 

「あいづ未来人財育成塾」では、次の世代を担う子ども達が、社会の第一線で活躍している講

師陣から、これからの社会を生き抜く実践的な力を学ぶとともに、同世代との集団生活や活動を

する中で、様々な課題を解決していくことで「自立」と「自律」の心を培う機会を提供する。 

 

 開催内容  

 

１ 名  称 

 あいづ未来人財育成塾２０２２ 

  

２ 主催/共催等 

 主催 新生日本・再生故郷実行委員会 

 共催 会津若松市、会津若松市教育委員会 

 後援 福島県、福島県教育委員会 

 

３ 開 催 日 

 令和４年８月 18日（木）～８月 21日（日）（３泊４日） 

 

４ 講義会場等 

（1）講義会場 

  ホテルニューパレス（会津若松市中町２-78） 

はら笑楽交（会津若松市湊町原字新橋 118） 

 

（2）宿泊施設 

  中町フジグランドホテル（会津若松市中町１-12） 

 

５ 対  象 

 福島県内の中学生（１年生～３年生） 40名程度 

 

６ 参 加 費 

 １０，０００円（食事代・保険代・資料代等） 

 

 

あいづ未来人財育成塾２０２２ 

事業概要 



７ カリキュラム 

社会の第一線で活躍する講師陣による講義とその講義の振りかえりや自分の将来の生き方を考

えるためのグループワーク、会津地域の特色を活かした課外活動など、魅力あるプログラムで、

子ども達の豊かな感性、想像力、探究心を大きく育みます。 

 

（1）講  義 

№ 氏名 職業・役職 

講義１ 藻谷 浩介 氏 
株式会社日本総合研究所 

主席研究員 

講義２ 原 真人  氏 
株式会社朝日新聞社  

編集委員 

講義３ 塩見 清仁 氏 
株式会社はとバス 

代表取締役社長 

講義４ 岩村 明憲 氏 
株式会社福島野球団代表取締役兼 

福島レッドホープス監督 

講義５ 松﨑 健太郎 氏 
株式会社オクヤピーナッツジャパン 

代表取締役 

講義６ 番匠 達也 氏 

アライドアーキテクツ株式会社 

クロスボーダーカンパニー プレシデント 

株式会社オセロ代表取締役 

 

（2）グループワーク 

大学生キャリア教育団体である一般社団法人 Unicul Laboratoryのサポートによる講義の振

り返りと「自分の将来の生き方を考える」グループワークを実施します。 

最終日には、講義やグループワーク、課外活動を通して学んだことから、自分が３日間で変

わったこと、将来やりたいこと、そのために努力していくことなどを発表します。 

 

（3）課外活動 

本市の魅力ある地域資源を活かした体験型の課外活動を湊町原地区の「はら笑楽交プロジェ

クト実行委員会」の協力のもと実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 



８ プログラム（予定）

 

【集合・解散場所（初日・最終日）】 

ホテルニューパレス 

 ※公共交通機関等でお越しになる場合、JR会津若松駅－ホテルニューパレス間は、 

シャトルバスにて送迎いたします。 

※なお、集合・解散時間につきましては講師の日程等により変更する場合があります。 

 

月日 ８月18日（木） ８月19日（金） ８月20日（土） ８月21日（日）

会場 ホテルニューパレス 市内・はら笑楽交 ホテルニューパレス ホテルニューパレス

12：30
受付開始

13：00～13：15
開講式、ガイダンス

20：00
宿舎へ

20：00
宿舎へ

21：15
宿舎着（バス移動）

～22：50
自由時間

23：00
消灯

23：00
消灯

23：00
消灯

7：00～8：00
朝食

13：15～14：45
講義６

アライドアーキテクツ株式会社
クロスボーダーカンパニープレシデント

株式会社オセロ代表取締役
番匠　達也　氏

午
後

午
前

7：00～8：00
朝食

14：10～15：40
講義３

株式会社はとバス
代表取締役社長
塩見　清仁　氏

8：15～10：15
グループワーク２

10：30
市内発（バス移動）

19：00～20：00
夕食

～22：50
自由時間

19：00～20：30
課外活動・夕食

17：40～19：00
グループワーク３18：00～19：00

グループワーク１

13：30～15：00
講義１

株式会社日本総合研究所
主席研究員
藻谷　浩介　氏

15：15～16：45
講義２

株式会社朝日新聞社
編集委員
原　真人　氏

15：55～17：25
講義４

株式会社福島野球団代表取締役兼
福島レッドホープス監督
岩村　明憲　氏

11：30～14：00
課外活動・昼食

8：30～10：15
グループワーク４

8：30～10：15
グループワーク６
グループ内発表

12：00～13：00
昼食

7：00～8：00
朝食

10：30～12：00
講義５

株式会社オクヤピーナッツジャパン
代表取締役
松﨑　健太郎　氏

10：30～12：00
グループ代表発表会
閉講式

15：00～19：00
グループワーク５

19：00～20：00
夕食

～22：50
自由時間



９ 新型コロナウイルス感染症について 

本事業は、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、開催基準に基づいて実施するととも

に、事業実施期間中においては感染症対策を講じたうえで開催いたしますので、ご理解・ご協力

をお願いいたします。 

（1）あいづ未来人財育成塾の開催基準について 

  開催期間において、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置及び県感染拡大防止対策等によ 

り、中学校における学習活動が制限（自粛・中止要請）されていないこと。 

  ※ 上記により学習活動が制限された場合は、直前であっても本事業を中止・変更とする 

場合があります。 

 ※ 開催期間中に、感染が判明あるいは、感染が疑われる症状がみられる参加者が出た 

場合、本事業を中止とする場合があります。 

 

（2）感染症対策について 

・参加前後の、本人及び同居のご家族の健康観察にご協力をお願いいたします。 

  ・参加前に発熱・感染疑いの症状がある場合は参加を取りやめていただきます。 

・手洗いや手指の消毒、適切なマスクの着用など基本的な感染対策の実施にご協力を 

お願いします。 

※ 天候や気温等の状況によっては、会話の有無や身体的距離の確保に留意したうえで、 

マスクを外した活動の実施を呼びかける場合があります。 

・宿泊施設は１人１部屋を基本とします。 

  ・万が一、事業実施期間中に感染・濃厚接触となった場合は、保健所・医療機関の指示に従

い対応しますので、ご理解ご協力をお願いいたします。 

  ・新型コロナウイルスワクチンの接種を推奨します。 

  ・その他、講義やグループワークなどの活動時、バスでの移動時、及び食事の際は、感染拡 

大防止に関するガイドラインに基づいた感染対策（窓やドア開放による換気、机等の定期的

な消毒、消毒設備の設置など）を実施します。 

 

10 募集要項 

（1）募集期間 

  令和４年６月 20日（月）～８月５日（金） 

 

（2）対  象 

  福島県内の中学生（１年生～３年生） 

 

（3）募集人数 

  40名 

 

 

 

 



（4）申し込み資格 

申し込みのできる方は、以下のすべての条件を満たす方です。 

① 令和４年度に、中学校（義務教育学校後期課程を含む）に在籍していること。 

② 開催期間中のすべてのプログラムに参加できること。 

 ※ 部活動の大会などで一時帰宅が必要となる場合は事務局へご相談ください。 

③ ４日間の共同生活とプログラムに耐えうる精神力と体力を持っていること。 

④ 全ての期間、他の参加者と協調し、迷惑をかけることなく生活ができること。 

⑤ 主催者が求める新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を遵守できること。 

   ※ 新型コロナウイルスワクチンの接種を推奨します。 

⑥ 所定の参加費とその他必要な経費を負担できること。 

 

（5）参加費 

１０，０００円（食事代・保険代・資料代等） 

 

（6）申し込み方法等 

「（様式１）あいづ未来人財育成塾 2022 申込書」に必要事項をご記入の上、簡易書留郵便に

よる郵送やメール、または持参により提出してください。メールで提出された場合は、事務局

が受信を確認するため、お電話ください。【令和４年７月 22日（金）必着】とします。 

※ 持参による場合は、別曜日から金曜日（祝日・休日除く）の８時 30分から 17時 15分ま

での受付となります。 

※ 参加申込書は、下記「11 問い合わせ先」中に記載の「会津若松市ホームページ」から

ダウンロードができます。 

 

（7）参加者の決定 

  申し込まれた方が多数の場合は、書類選考により参加者を決定いたします。 

  また、申し込まれた方全員に郵送（７月下旬頃）で結果をお知らせいたします。 

 

（8）参加費の納入方法・期限等 

① 納入方法 

納入期限までに事務局指定の口座に参加者名義でお振込みください。 

なお、振り込み手数料は参加者の負担とさせていただきます。 

振込口座は、参加決定の通知の際にご案内いたします。 

② 納入期限（予定） 

令和４年８月 17日（水） 

③ 参加費を期限までに納入できなかった場合の取り扱い 

期限までに参加費を納入できなかった場合は、参加決定を取り消させていただく場合が 

あります。 

④ 辞退による参加費の返還 

参加辞退の時期によっては、参加費の全部又は一部を返還できない場合がありますので、 

ご了承ください。 



（9）免責事項 

 当事業では、以下のように免責事項を定めさせていただいております。開催期間中は参加者

の皆様の安心・安全に最大限に努めてまいりますが免責事項にご理解を賜りますようよろしく

お願いいたします。 

① 当事業の開催が中止された場合、お支払いいただいた参加費以上の補償は負いません。 

② 主催者側で傷害保険に加入しますが、当事業開催期間内において発生した事故や怪我・ 

病気などのうち、当該保険の対象外のものについては補償責任を負わないことを、ご了承 

ください。なお、傷害保険対象以外に参加者に生じた負傷、疾病等に伴う経費、また、そ 

の他の個人的な経費は参加者の負担となります。 

③ 医師から感染症(新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ等）の診断を受けた方は、 

当イベントへの参加はできません。 

④ 参加決定通知後、持病や服用薬の有無などについてお聞きしますので、アレルギーや 

じんま疹などの症状がある場合は事前に必ずご連絡ください。また、それらについて起こ 

りうる状況についての責任は負いかねます。 

⑤ 貴重品は盗難等防止のため持ち歩くなど、参加者ご本人の責任において管理されますよ 

うお願いします。盗難・紛失についての一切の責任は負いません。 

⑥ 当イベントへの参加に当たっての往路・帰路等移動途中の事故に対しての責任は負いか 

ねます。イベント中、その前後においても事故等の無いようお気をつけください。 

 

（10）その他 

① 参加申込書に記載された個人の情報は、この事業の運営、当実行委員会が開催する事業 

の案内及び実施報告書で使用いたします。本人・保護者の許可なく第三者に提供すること 

はありません。また、提出いただいた参加申込書は、参加辞退の場合を含んで返却いたし 

ません。 

② 開催期間中の取組や活動の様子（写真・ワークシート等）について、実施報告書や次年 

度のチラシ等に掲載いたします。また、報道機関の取材等において、参加者の活動状況に 

ついて掲載（放映）する場合がありますので、予めご了承下さいますようお願いいたしま 

す。 

 

11 「あいづ未来人財育成塾２０２２」に関する問い合わせ先 

 【新生日本・再生故郷実行委員会事務局】 

  住  所：〒965-0873 福島県会津若松市追手町２‐41 （会津若松市企画調整課内） 

  電話番号：0242-39-1201 / FAX：0242-39-1400 

  ※電話によるお問合せは月曜日から金曜日（祝日・休日除く）の８時 30分から 17時 15分で

お願いいたします。 

 

【e-mail】 sinsei-project@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp 

【ホームページ】会津若松市公式ホームページ 

http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/ 

 

 


