
海との生き方、次世代へ海との生き方、次世代へ
　浜わらすでは、小中学生向け　浜わらすでは、小中学生向け
自然体験プログラムづくりを通自然体験プログラムづくりを通
して、年間200名以上の子どもして、年間200名以上の子ども
たちに自然を通して学ぶ機会をたちに自然を通して学ぶ機会を
提供しています。また、日門定提供しています。また、日門定
置網漁業生産組合に所属する漁置網漁業生産組合に所属する漁
師としても活動しており、100師としても活動しており、100
年後の漁師たちにつなぐ環境修年後の漁師たちにつなぐ環境修
復型漁業を目指しています。復型漁業を目指しています。

子ども達の豊かな未来のために子ども達の豊かな未来のために
　パンの製造・イベント販売を　パンの製造・イベント販売を
する「パン工房ひこばえ」（自する「パン工房ひこばえ」（自
主育休中）と、会員制の子ども主育休中）と、会員制の子ども
古着シェアサービス「みんなの古着シェアサービス「みんなの
たんす」を経営しています。地たんす」を経営しています。地
場産品や遊休化した子ども服の場産品や遊休化した子ども服の
地域内循環を通して、地方なら地域内循環を通して、地方なら
ではの持続可能なライフスタイではの持続可能なライフスタイ
ル創出を目指しています。ル創出を目指しています。

―― 気仙沼の高校生マイプロジェクトアワード気仙沼の高校生マイプロジェクトアワード
　気仙沼に在学中の高校生が、自分の興味関心をプロジェクトにして地域で実践　気仙沼に在学中の高校生が、自分の興味関心をプロジェクトにして地域で実践
したこと、これから実践したいこと（マイプロジェクト）を地域の人に向けて発したこと、これから実践したいこと（マイプロジェクト）を地域の人に向けて発
表する場（延べ卒業生 69人）。表する場（延べ卒業生 69人）。
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໐市人材育成事業はこのほかにも ...໐市人材育成事業はこのほかにも ...
地域住民による主体的なまちづくりを推地域住民による主体的なまちづくりを推
進するため、さまざまな年代・分野に対応進するため、さまざまな年代・分野に対応
した、地域の担い手育成を行っています。した、地域の担い手育成を行っています。

事業事業 対象対象 延べ卒業生延べ卒業生
アクティブアクティブ
ウーマンズウーマンズ
カレッジ（AWC)カレッジ（AWC)

10～40代10～40代
の女性の女性 5656人人

アクティブアクティブ
コミュニティ塾コミュニティ塾

40代以上40代以上
の市民の市民 4848人人

気仙沼経営気仙沼経営
人材育成塾人材育成塾

経営者や経営者や
起業者起業者

Pick up!Pick up!

まちづくり実践塾「ぬま大学」まちづくり実践塾「ぬま大学」
　「気仙沼で何かやってみたい」という若者　「気仙沼で何かやってみたい」という若者
が、気仙沼で実行するまちづくりプラン（＝が、気仙沼で実行するまちづくりプラン（＝
マイプラン）を作り上げていく実践塾です。マイプラン）を作り上げていく実践塾です。
約半年間の講義を通して、自分や地域につ約半年間の講義を通して、自分や地域につ
いて考え、多様な人とつながりながらマイいて考え、多様な人とつながりながらマイ
プランを作成し、最終報告会で地域の人にプランを作成し、最終報告会で地域の人に
向けて発表します。　向けて発表します。　
対象：10～30代の若者対象：10～30代の若者
卒業生：卒業生：8080人（１～６期）人（１～６期）

2121人人
※先行事業の経営※先行事業の経営
　未来塾は85人　未来塾は85人

気仙沼再発見の旅への招待状気仙沼再発見の旅への招待状
　　観光で気仙沼を盛り上げた観光で気仙沼を盛り上げた
い！という思いから、ＳＮＳをい！という思いから、ＳＮＳを
使って今の気仙沼を伝える活動を使って今の気仙沼を伝える活動を
始めています。２人が魅力に感じ始めています。２人が魅力に感じ
る気仙沼スポットを集めた観光る気仙沼スポットを集めた観光
コースを発案し、ＳＮＳで中高生コースを発案し、ＳＮＳで中高生
や若者世代に発信することを通しや若者世代に発信することを通し
て、コロナ終息後の来沼者へ繋がて、コロナ終息後の来沼者へ繋が
ることを目指しています。ることを目指しています。

特集　気仙沼の気になる若人

在宅で看取りやすい社会を創る在宅で看取りやすい社会を創る
　訪問看護師になるという夢か　訪問看護師になるという夢か
ら、在宅介護について興味をら、在宅介護について興味を
持ち、地域の方にヒアリングを持ち、地域の方にヒアリングを
行ってきました。同世代の高校行ってきました。同世代の高校
生にも在宅介護に興味を持って生にも在宅介護に興味を持って
欲しいという思いが芽生え、高欲しいという思いが芽生え、高
校生でもできる介護予防体操を校生でもできる介護予防体操を
作って広めるなどの広報活動を作って広めるなどの広報活動を
していきたいと考えています。していきたいと考えています。

子どもたちのグローバル化子どもたちのグローバル化
　子どもの頃から英語が大好き　子どもの頃から英語が大好き
で、英語を学ぶことで将来の可で、英語を学ぶことで将来の可
能性が広がることを体感した自能性が広がることを体感した自
身の経験から、もっと小学生に身の経験から、もっと小学生に
英語を学ぶ楽しさを知ってもら英語を学ぶ楽しさを知ってもら
いたいと思い、英語体験教室をいたいと思い、英語体験教室を
開催しました。英語を楽しむ人開催しました。英語を楽しむ人
が増えることで、グローバルなが増えることで、グローバルな
まちを目指しています。まちを目指しています。
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同世代に伝える震災の記憶同世代に伝える震災の記憶
　小学生の時に被災した経験か　小学生の時に被災した経験か
ら、気仙沼向洋高校語り部クラら、気仙沼向洋高校語り部クラ
ブに所属し、震災の記憶が残っブに所属し、震災の記憶が残っ
ている最後の世代として「伝えている最後の世代として「伝え
る」活動をしています。次の若る」活動をしています。次の若
い世代に災害を自分事として捉い世代に災害を自分事として捉
えてもらい、それを周りに広めえてもらい、それを周りに広め
ていく「防災の輪」が広がってていく「防災の輪」が広がって
いくことを目指しています。いくことを目指しています。
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地球も皆も心地よい暮らしを地球も皆も心地よい暮らしを
　デザイナーとしてチラシやロ　デザイナーとしてチラシやロ
ゴの作成、ワークショップデザゴの作成、ワークショップデザ
インを行っています。また、現インを行っています。また、現
在は環境問題に興味を持ってお在は環境問題に興味を持ってお
り、昨年10月に実施したぬまり、昨年10月に実施したぬま
大学ラボ第２期にて、ゴミを限大学ラボ第２期にて、ゴミを限
りなく減らす「ゼロ・ウェイスりなく減らす「ゼロ・ウェイス
トに挑戦する暮らしラボ」のトに挑戦する暮らしラボ」の
テーマオーナーを務めました。テーマオーナーを務めました。

皆がやりたいを実現できる社会皆がやりたいを実現できる社会
　市内の障がい者施設で働いて　市内の障がい者施設で働いて
おり、日々の業務に加えて、「利おり、日々の業務に加えて、「利
用者さんが地域の中で自分の生用者さんが地域の中で自分の生
きがいを見つけることができきがいを見つけることができ
る」ことを目指して活動している」ことを目指して活動してい
ます。ぬま大学ラボ第２期ではます。ぬま大学ラボ第２期では
「障がいがあってもなくても関「障がいがあってもなくても関
係ない自己実現ラボ」のテーマ係ない自己実現ラボ」のテーマ
オーナーを務めました。オーナーを務めました。

ママとパパの子育てお助け隊！ママとパパの子育てお助け隊！
　子育て中のママという当事者　子育て中のママという当事者
でありながら、地域のママとパでありながら、地域のママとパ
パにとってもっと子育てしやすパにとってもっと子育てしやす
い環境づくりを目指して活動しい環境づくりを目指して活動し
ています。現在は子どもを気軽ています。現在は子どもを気軽
に預けられる出張託児や、少人に預けられる出張託児や、少人
数で集まる出張イベントの開催数で集まる出張イベントの開催
を中心に、コロナ禍でもできるを中心に、コロナ禍でもできる
事業を中心に行っています。事業を中心に行っています。

ダンスから挑戦を楽しむまちへダンスから挑戦を楽しむまちへ
　　まち大学運営協議会の地域まち大学運営協議会の地域
おこし協力隊として活動する傍おこし協力隊として活動する傍
ら、ブレイクダンスを通した身ら、ブレイクダンスを通した身
体表現の楽しさを発信する団体体表現の楽しさを発信する団体
「KESENNUMA�BREAKERS」を立「KESENNUMA�BREAKERS」を立
ち上げて活動しています。ダンスち上げて活動しています。ダンス
の体験イベントやスキルアップクの体験イベントやスキルアップク
ラスを展開しており、1月からは子ラスを展開しており、1月からは子
ども向けのスクールも始めました。ども向けのスクールも始めました。
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いたいと思い、英語体験教室をいたいと思い、英語体験教室を
開催しました。英語を楽しむ人開催しました。英語を楽しむ人
が増えることで、グローバルなが増えることで、グローバルな
まちを目指しています。まちを目指しています。

気仙沼高等学校２年気仙沼高等学校２年
岸岸
きし

　　佑佑
ゆ い こ

衣子衣子  さんさん

東陵高等学校１年東陵高等学校１年
吉吉
よしのよしの

野野　　桃桃
も あ

愛愛  さんさん

同世代に伝える震災の記憶同世代に伝える震災の記憶
　小学生の時に被災した経験か　小学生の時に被災した経験か
ら、気仙沼向洋高校語り部クラら、気仙沼向洋高校語り部クラ
ブに所属し、震災の記憶が残っブに所属し、震災の記憶が残っ
ている最後の世代として「伝えている最後の世代として「伝え
る」活動をしています。次の若る」活動をしています。次の若
い世代に災害を自分事として捉い世代に災害を自分事として捉
えてもらい、それを周りに広めえてもらい、それを周りに広め
ていく「防災の輪」が広がってていく「防災の輪」が広がって
いくことを目指しています。いくことを目指しています。

気仙沼向洋高等学校３年気仙沼向洋高等学校３年
熊熊
くまがいくまがい

谷谷    樹樹
たつき

  さんさん

Instagram
アカウント気仙沼高等学校気仙沼高等学校２年２年

藤藤
ふじたふじた

田田
亜亜
あ み

美美  さんさん
小小
こまつこまつ

松松
美美
み ほ

穂穂  さんさん

地球も皆も心地よい暮らしを地球も皆も心地よい暮らしを
　デザイナーとしてチラシやロ　デザイナーとしてチラシやロ
ゴの作成、ワークショップデザゴの作成、ワークショップデザ
インを行っています。また、現インを行っています。また、現
在は環境問題に興味を持ってお在は環境問題に興味を持ってお
り、昨年10月に実施したぬまり、昨年10月に実施したぬま
大学ラボ第２期にて、ゴミを限大学ラボ第２期にて、ゴミを限
りなく減らす「ゼロ・ウェイスりなく減らす「ゼロ・ウェイス
トに挑戦する暮らしラボ」のトに挑戦する暮らしラボ」の
テーマオーナーを務めました。テーマオーナーを務めました。

皆がやりたいを実現できる社会皆がやりたいを実現できる社会
　市内の障がい者施設で働いて　市内の障がい者施設で働いて
おり、日々の業務に加えて、「利おり、日々の業務に加えて、「利
用者さんが地域の中で自分の生用者さんが地域の中で自分の生
きがいを見つけることができきがいを見つけることができ
る」ことを目指して活動している」ことを目指して活動してい
ます。ぬま大学ラボ第２期ではます。ぬま大学ラボ第２期では
「障がいがあってもなくても関「障がいがあってもなくても関
係ない自己実現ラボ」のテーマ係ない自己実現ラボ」のテーマ
オーナーを務めました。オーナーを務めました。

ママとパパの子育てお助け隊！ママとパパの子育てお助け隊！
　子育て中のママという当事者　子育て中のママという当事者
でありながら、地域のママとパでありながら、地域のママとパ
パにとってもっと子育てしやすパにとってもっと子育てしやす
い環境づくりを目指して活動しい環境づくりを目指して活動し
ています。現在は子どもを気軽ています。現在は子どもを気軽
に預けられる出張託児や、少人に預けられる出張託児や、少人
数で集まる出張イベントの開催数で集まる出張イベントの開催
を中心に、コロナ禍でもできるを中心に、コロナ禍でもできる
事業を中心に行っています。事業を中心に行っています。

ダンスから挑戦を楽しむまちへダンスから挑戦を楽しむまちへ
　　まち大学運営協議会の地域まち大学運営協議会の地域
おこし協力隊として活動する傍おこし協力隊として活動する傍
ら、ブレイクダンスを通した身ら、ブレイクダンスを通した身
体表現の楽しさを発信する団体体表現の楽しさを発信する団体
「KESENNUMA�BREAKERS」を立「KESENNUMA�BREAKERS」を立
ち上げて活動しています。ダンスち上げて活動しています。ダンス
の体験イベントやスキルアップクの体験イベントやスキルアップク
ラスを展開しており、1月からは子ラスを展開しており、1月からは子
ども向けのスクールも始めました。ども向けのスクールも始めました。

個人事業主「荒屋デザイン」個人事業主「荒屋デザイン」
小小
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野寺野寺　　真真
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