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ぬまセン（気仙沼市民活動支援センター）

新年あけましておめでとうございます！
昨年は大変お世話になりました。
2021年もどうぞよろしくお願い致します。
気仙沼の市民活動フリーペーパー
団体の活動をセンターからお伝えします。
「取材に来てほしい」「この団体について教えてほしい」などが
ありましたら,お気軽にセンターまでお問い合せください。

マチナカ・地域サポーター

メ・ケ・アロハ

メ・ケ・アロハ de マルシェ
12月6日(日)、気仙沼市まち・ひと・しごと交流プラザ1Fチャレンジショップに『メ・ケ・アロ
ハdeマルシェ』がオープンしました。市民団体マチナカ・地域サポーター「メ・ケ・アロハ」が市
のチャレンジショップ制度を活用し、市内や近隣の店舗を持たない手作り作家さんの作品を揃え、
販路拡大や起業に繋げる用途で10月までの期間限定で開設したものです。
この日は、オープンを記念してマルシェが開催され、市民や観光客などたくさんのお客様が来店
し、商品が完売するほどの賑わいとなりました。
店内には、雑貨やアクセサリー、大漁旗をリメイクしたバッ
ク、藍染や畳・着物を使った小物、ジャムなど、作り手の思い
や気仙沼らしさを取り入れた商品が並んでいます。他にも月2
回のネイルサロン、曜日限定でお菓子やパンなどの販売が予定
されており、出店者は数か月ごとに入れ替わります。また作家
さんを講師にワークショップなども開催される予定で、手作り
体験を楽しむことも出来ます。

マルシェの様子

代表の村上さんは「自分の体験から作り手の販売機会を確保したいと思い、今
回制度を活用しオープンすることが出来ました。たくさんのお客様に気軽に立ち
寄っていただき、気仙沼らしさや品質の良い物を提供していきたいです。」と話
されました。
次回のマルシェ開催は3月の予定です。内湾地区を散策しながら足を運んでみてはいかがですか。
＊マルシェ出店者や団体の情報についてはホームページを
店内の様子

ご覧ください。

お問合せ
マチナカ・地域サポーター メ・ケ・アロハ

気仙沼市南町海岸1-11
ホームペ―ジ：www.hoyaboya.com/shop
メ ー ル ：shop_info@hoyaboya.com
【発行】気仙沼市民活動支援センター 気仙沼市役所ワン・テン庁舎1階 震災復興・企画部 地域づくり推進課内
TEL : 0226-22-6600(内線335) FAX : 0226-24-1226
Mail : k.npokk@gmail.com
URL : http://www.k-macs.ne.jp/~k-npo

「まちづくり通信」令和3年1月号（133号）
当センターでは、市民活動団体により良い活動を行ってもらうため
様々な講座などを開催しています。まちづくり通信にて報告や
お知らせもしますので、ぜひチェックしてみてください♪

主催：気仙沼市 企画・運営：一般社団法人まるオフィス

ぬま大学 第６期 最終報告会
11月29日(日)、まちづくり実践塾「ぬま大学 第6期 最終報告会」が、 気仙沼市まち・ひと・しごと交流プラ
ザを会場に開催されました。当日は、感染症対策のためオンラインでの配信となりました。
ぬま大学は『気仙沼でなにかやってみたい！』という想いを持つ若者が半年間、講義を通して、地域で多様
な人と繋がりながら自らが実行する「マイプラン」を作り上げていく人材育成プログラムです。
今年度は14名が参加し、自分自身を見つめ直し自らが発見できたこと、実践したことの成
果や課題、今後の取り組みについて発表しました。
市長ら5名の審査により、最優秀賞には、ブレイクダンスを通して言語障害を乗り越えた自
身の経験を踏まえ、ダンスイベントや教室を通し、気仙沼の子どもたちにチャレンジを楽し
むことの大切さなどを伝えた、渡辺修司さんが選ばれました。
ぬま大学最終報告会の動画は、動画配信サイト「YouTube」でご覧頂けます。
最優秀賞を受賞
受講者14名のマイプランを是非ご覧下さい！
した渡辺さん
□最優秀賞 渡辺修司さん

【アーカイブのご案内】
YouTubeチャンネル「気仙沼市担い手」

「ブレイクダンスを通してチャレンジを楽しめるまちへ！
～気仙沼の子供たちに新しい世界を～」

□健闘賞

尾形萌華さん

(半年間で最も成長した受講生に贈る)
「シングル・しんどいママとその子ども達へ送る
秘密じゃない「秘密基地」」

□オンライン共感賞

伊藤茜さん

(オンライン聴講者の投票をもとに贈る）
「やさしさあふれる笑顔のまち気仙沼をめざして」

主催：気仙沼市 企画・運営：一般社団法人まるオフィス 共催：気仙沼市教育委員会
協力：気仙沼のマイプロジェクトアワード実行委員会 後援：宮城県教育委員会

MY PROJECT AWARD 2020
12月20日(日)、「気仙沼の高校生 MY PROJECT AWARD 2020」が、気仙沼市まち・ひと
・しごと 交流プラザを会場に開催されました。
「気仙沼のために何かやってみたい！」という想いをもつ高校生が、自分の好きなことや
解決したいことなどを地域でやってみるプロジェクト＝「マイプロジェクト」を考え、地域
の方に発表する場です。
市長賞を受賞
今年は市内4校から過去最多の17組が参加し、午前と午後の2部開催となりました。
した岸さん
午後の部では代表10組が発表し、その様子はオンラインでも配信さ
□市長賞 岸佑衣子さん
れました。
「在宅で看取りやすい社会を創るには」
高校生のオリジナリティ溢れる発表の中から市長賞には、家族の
在宅介護の経験から、高校生にもできる「介護」について考え、介
□審査員特別賞 熊谷樹さん
「同世代に伝える東日本大震災の記憶」
護予防体操の「海潮音(みしおね)体操」を通して理解を広めていき
たいと発表した、岸佑衣子さんが受賞しました。
□オンライン共感賞 伊藤ひなたさん
発表の様子は、下記のフォームよりお申込み頂いた方に、ご視聴
(オンライン聴講者の投票によって決定）
「子どもの自尊心をupしたい！」
できるURLをお送り致します。
高校生たちの熱い想いを是非ご覧下さい！

【アーカイブ視聴のお申込み】
右記のQRコードから読み取るか、下記URLの
フォームへ入力しお申込み下さい。
フォームURL：https://forms.gle/n8fEgMAWCsmpTomj8

ぬま大学/気仙沼の高校生 MY PROJECT AWARDについてのお問合せ：一般社団法人まるオフィス
E-Mail：info@numa-ninaite.com WEB：http:// numa-ninaite.com 電話：0226-25-9190

「まちづくり通信」令和3年1月号(133号)
当センターでは、随時イベント情報を
募集しております。
お気軽にお問合せ下さい！

イベント・講座案内板

気仙沼市 主催 / 東北学院大学 企画・運営

広がる、つながる、うまれる。

アクティブコミュニティ塾 第5期
発表会を開催します！
知識や経験を活かして、地域で活動する人材の育成を目指し、昨年8月から５カ月にわたり
「アクティブコミュニティ塾」を実施してきました。
受講生がこれまでの講義で学んだ成果として、地域における自らの行動計画を発表します。
日 時：令和3年1月16日（土）
13：00～16：00（受付開始12：30）
会 場：気仙沼市役所 ワン・テン庁舎
2階 大ホール
定 員：20名
＊新型コロナウイルス感染症
対策のため人数を制限します

参 加

費：無料

申込み締切：令和3年1月14日(木)
申込み方法：電話・FAX・メールのいずれかで
締切日までに名前・住所・電話番号
を添えて下記までお申込み下さい。

※新型コロナウイルス感染症対策として、手指消毒液の設置、マスクの着用、
定期的な換気、座席の間隔等に配慮して実施します。

【申込み・お問合せ】気仙沼市 震災復興・企画部 地域づくり推進課
TEL：0226-22-3409 FAX：0226-24-1226 E-Mail：chiiki＠kesennuma.miyagi.jp
主催：気仙沼市震災復興・企画部 地域づくり推進課 男女共同参画推進室
共催：内閣府「おとう飯 始めようキャンペーン」

お子さん・お孫さんと一緒に、いつもと違った休日を過ごしてみませんか？
料理初心者向けで、アレンジもできる簡単レシピを取り揃えました。
お父さん・おじいさんにはエプロンをプレゼントします！ぜひご参加ください。
日 時：令和3年1月23日（土）
申込期間：令和3年1月5日(火)～1月20日(火)
10：00～13：00
＊先着順となります
会 場：気仙沼魚市場内
申込方法：電話・メールのいずれかにて
クッキングスタジオ
①参加者名 ②お子さんの学年
対 象：小学生のお子さん(複数名可)と
③電話番号 ④アレルギーの有無
お父さん又はおじいさん
をお知らせください
定 員：6組
○メニュー○
参加費：1人500円（子ども500円・大人500円)
・コロコロメカジキの
講 師：上野料理教室 上野由紀江氏
マヨネーズ和え
持ち物：エプロン(お子さん用)・マスク
・マヨコーン蒸しパン
三角巾・参加費・ふきん
・ローストポークサラダ
持ち帰り用容器とバック
※新型コロナ対策として、手指消毒液の設置、マスクの着用、定期的な換気等に配慮して実施します。
また、感染状況等によって開催を中止する場合がありますのでご了承下さい。

【申し込み・問い合せ先】気仙沼市 震災復興・企画部 地域づくり推進課 男女共同参画推進室
TEL：0226-22-6600(内線334)
E-Mail：chiiki＠kesennuma.miyagi.jp
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気仙沼市民活動支援センターからのお知らせ
主催：気仙沼市民活動支援センター

共催：みやぎNPOプラザ

「会計税務相談会」を開催します！
日々の会計業務や、活動計算書などの作成、法人税や消費税などの税務申告などについて疑問や不安は
ありませんか？NPO会計に詳しい税理士がご相談をお受けします。ぜひお気軽にご活用ください！
日 時：令和3年1月20日（水）12：50～15：50
※1団体1時間程度
会 場：気仙沼市役所ワン・テン本庁舎 1階
女性プラザ
（気仙沼市八日町1-1-1）
定 員：3団体
対 象：気仙沼市内のNPOや市民活動団体など
参加費：無料 ※要事前申込

師：平野 由紀子さん
(税理士、東北税理士会仙台北支部所属)

講

申込み締切：令和3年1月8日（金）
申込み方法：申込用紙を記入の上、FAX又は
メールにて送付ください。

＊定員に空きがあります！

※詳しくは「まちづくり通信(まちつう) 令和2年12月号」に同封したチラシをご覧下さい！
【お問合せ/申込み】気仙沼市民活動支援センター
TEL：0226-22-6600(内線335) /

MAIL：k.npokk@gmail.com / FAX：0226-24-1226

センター新規登録団体
現在のセンター登録団体は
193団体です！(12月末現在)

気仙沼ライフセービングクラブ

平成23年3月11日 東日本大震災による巨大津波によって多くの尊い生命が犠牲となりました。
その一人一人の生命を見つめ、「人と海」との架け橋となり「水辺の事故ゼロ」を目的とし活動
している団体さんです。
・海辺における監視救助/海洋環境保全活動
・心肺蘇生法等の講習普及/青少年へのジュニアライフセービングプログラム活動
・青色防犯パトロール活動 など…

東北電力ふれあいギャラリー案内板

センター登録団体の
活動紹介をするギャラリー

12月は「鹿折まちづくり協議会」さんの展示です。
こちらは、東日本大震災で被災した鹿折地区の復興
を目的に住民によって設立され、現在は賑わいづくり
や暮らしやすさについての話し合いや事業の実施など
を行っています。
今回の展示では、令和元年台風19号での鹿折地区の
被害状況や調査活動について、今後の防災活動や防災
計画に役立てるために作成した報告書と、まち協とし
ての日頃の活動について、ご紹介して頂きました。
お近くをお通りの際は是非ご覧下さい！展示につい
てのお問合せは気仙沼市民活動支援センターまでお問
合せ下さい！

編集後記

新年を迎え、2021年は明るく元気に過ごせる1年に！と新たな気持ちでスタートです。センタ
ーでは、今年も皆様に、イベント・行事・お知らせなど、様々な情報を紹介していきたいと思い
ます！ 本年もどうぞ、よろしくお願いいたします。

