
　地域にある支え合い（地域のお宝）を
発表します。小さな行動の「気づき」から、
地域の支え合いの活性化につなげていけ
るよう、受講者自らが地域で発表する具
体的な方法を学びます。
●日時／８月 21 日（水）
　午後２時から４時まで
●場所／市ワン・テン庁舎 大ホール
●対象／どなたでも参加できます。
●受講料／無料
●定員／ 100 人程度
●申し込み期限／８月 14 日（水）
※当日参加も受け付けます。
●申し込み・問い合わせ先／
　気仙沼市社会福祉協議会
　☎ 22-0709・fax 22-4467

生活支援コーディネーター
養成研修講座　受講者募集
生活支援コーディネーター
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地域で楽しく支え合い！ 
　～おらほのお宝発表会～　

地域で楽しく支え合い！ 
　～おらほのお宝発表会～　

明治大学震災復興支援事業

■日時／９月14日（土）午前９時から
　　　　９月15日（日）午後４時まで
■場所／御崎野営場（唐桑町崎浜４）
　　　　※現地集合・解散　
■対象／市内の小学生
■募集定員／ 30 人（定員を超えた場合は抽選）
■内容／岬ウォークラリー、カレー作り、ス

イカ割り、竹水鉄砲工作など
■参加費／無料
■申込方法／次のウェブサイト
　（QR コード）の申込フォーム

　から申し込みいただくか、メールまたはファ
クスで①住所、②氏名、③学校名、④学年、⑤
性別、⑥連絡先（保護者氏名、電話番号、メー
ルアドレス）、⑦既往症（アレルギー、食事
制限など）、⑧写真の利用の可否、⑨兄弟で参
加される方は兄弟の名前を記入のうえ申し
込みください。
■申込期限／８月 16 日（金）
■申し込み・問い合わせ先／市震災復興・企画課
　☎ 22-3408 ・ fax 24-8605　
  ✉ kikaku@kesennuma.miyagi.jp

気仙沼キャンプ参加者募集

　ボーイスカウト活動を行っている明治大学ローバースカウト部が、震災復興支援協定
を結ぶ本市で「普段できない貴重な体験をこの夏に」をテーマにしたキャンプの参加者
を募集します。

　ボーイスカウト活動を行っている明治大学ローバースカウト部が、震災復興支援協定
を結ぶ本市で「普段できない貴重な体験をこの夏に」をテーマにしたキャンプの参加者
を募集します。

　会計業務の流れや、帳簿の付け方など、市
民活動を行なうために必要な会計処理の基礎
知識を学びます。
●日時／９月１日（日）
　午後１時から４時まで（受付開始 12 時 30 分）
●場所／市民健康管理センター「すこやか」

多目的ホール（東新城）
●講師／小野 恵子 氏（会計サポーター）
●対象／市民活動を行なっている個人・団体など
●参加費／無料　※参加希望の方は事前申し

込みが必要です。
　※託児あり。申し込みの際にお話ください。
●申し込み・問い合わせ先／
　市民活動支援センター　
　☎ 22-6600 内線 335 ・ fax 24-1226
　 ✉ k.npokk@gmail.com

市民活動の会計初級編
～お金を管理するコツを学ぼう！～

市民活動の会計初級編
～お金を管理するコツを学ぼう！～
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　アクティブコミュニティ塾では、受講者同
士のグループワークや他市町のコミュニティ
活動の事例研究などを通じて、地域を元気に
する活動について学んでいきます。
お気軽にご参加ください。
●対象／市内在住で、地域活動を行っている

方・興味のある方など、どなたでも参加で
きます。個人だけではなくチーム・団体で
の応募も可能です。

●定員／ 30 名程度
●参加費／無料
●内容／東北学院大学教授を講師とした講演

など（全８回、日曜日に開催予定）
●申し込み方法／８月 26 日（月）までに、電話・

ファクスまたはメールで申し込みください。
（必要事項：名前、住所、連絡先）

　県内に暮らす外国人が、安心して医療や公
的なサービスを受けられるよう、保健所や医
療機関、行政機関などで通訳活動をしてもら
える方を募集しています。
　次により、新規登録者向け説明会を開催し
ます。皆さまのご参加をお待ちしています。
　英語に限らず、中国語、ベトナム語、イン
ドネシア語などを話せる方も大歓迎です。

■日時／８月 25 日（日）
　午後１時から３時 30 分まで
■場所／気仙沼中央公民館
■内容／概要説明、通訳サポーターの体験談

など
■参加費／無料
■申し込み・問い合わせ先／
　（公財）宮城県国際化協会
　☎ 022-275-3796・✉ mail@mia-miyagi.jp

＼地域を元気に／

      通訳サポーター
      新規登録者募集 
      通訳サポーター
      新規登録者募集 

■日時／８月 10 日（土）
　午前 10 時 30 分から午後０時 45 分まで
■場所／市まち・ひと・しごと交流プラザ２

階 スクエアシップ（南町海岸）
■定員／ 15 名程度
■内容／高校生が２泊３日間の合宿を通して、

地域のために作り上げたプロジェクト（マ
イプロジェクト）の発表

■申込締切／８月６日（火）
■申し込み・問い合わせ先／
　市地域づくり推進課
　☎ 22-6600 内線 336
　 ✉ info@numa-ninaite.com

～ We are looking for interpreters! ～～ We are looking for interpreters! ～
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に関する実践型プログラム
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アクティブコミュニティ塾の
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　　　　　　　受講生を募集します

●第１回目
・日時／９月１日（日）午後１時から４時まで
・場所／市ワン・テン庁舎 大ホール
・内容／気仙沼市のまちづくりについて基調

講演を行います。
●公開講座
・日時／９月13日（金）午後６時から８時まで
・場所／市ワン・テン庁舎 大ホール
・内容／川北 秀人 氏の講演会
※塾生以外も受講できます。お気軽に参加く

ださい。
●申し込み・問い合わせ先／市地域づくり推進課
　☎ 22-6600 内線 332・fax 24-1226
　 ✉ chiiki@kesennuma.miyagi.jp

かわきた    ひで   と

「スタートアップ合宿報告会」
一般聴講者を募集します

「スタートアップ合宿報告会」
一般聴講者を募集します
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