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緊急事態宣言発令中（期間：8月27日～9月12日）
・20時以降の外出や混雑場所への外出を減らすなど、感染リスクの高い行動を自粛する
・市施設については図書館など開館を継続している施設もありますが、休館している施設も
ありますので、お問合せの上ご利用下さい

気仙沼 NPO/NGO連絡会
震災から10年目を迎えても継続中です！
「気仙沼NPO/NGO連絡会」は、東日本大震災の直後、支援を行う市内外
のNPO、市民活動団体、社会福祉協議会、行政等が集まり、気仙沼全域の
活動情報の共有や各団体の活動の調整・課題解決に向けた話し合いの場と
して始まった会です。
参加団体は減少したものの10年経った現在も活動は継続しており、これ
までの参加団体にも、SNS等での情報提供等が行われています。
8月10日(火)は臨時連絡会として、被災した旧気仙沼向洋高等学校を遺構
とした「気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館」にて開催しました。

菊田代表より当時の写真と
比べながら説明を受けている様子

発足当時の連絡会

これは、震災から10年目を迎え、新しく気仙沼へ移り住み活動を行ってい
る参加者にこれまでの復興の歩み、また当時の様子を知ってもらう機会にな
ればと企画したものです。
当日は、連絡会参加団体で語り部ガイドでもある、「一般社団法人 ボラン
ティアステーションin気仙沼」の菊田代表に、ガイドをお願いし館内を見学
しました。
ガイドでは、地震発生時の学校や生徒たちの様子だけでなく、地域や市内
全体の様子についても聞くことが出来ました。

現在連絡会では、各団体の活動状況の共有をはじめ、震災10年を迎えて、災害公営住宅・防災集団移転地
域などをはじめとする住民同士のコミュニケーションの中から出てきた新たな課題や、支援を必要としてい
る地域についての情報交換を行っています。
連絡会は毎週金曜日の午後開催しています。出入り自由な会と
なっていますので、興味のある方は是非ご参加下さい。開催日や
会場については下記事務局までお気軽にお問合せ下さい。
【お問合せ】一般社団法人 気仙沼まちづくり支援センター
TEL：0226-22-3780
mail：kesennuma.machicen@gmail.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
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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。

気仙沼9条の会・原水爆禁止日本協議会気仙沼支部・新日本婦人の会気仙沼支部 共催

原爆絵画・パネル展

平和への願いを込めて

今夏、市内3地域で【原爆絵画・パネル展】が開催されました。
例年この時期には、市がワンテン庁舎を会場に原爆写真展を開催していますが、
今年は初めて『気仙沼9条の会』『原水爆禁止日本協議会気仙沼支部』『新日
本婦人の会気仙沼支部』の3団体が共催、企画し、各地域の方達にも足を運ん
でいただけるよう、市民福祉センターやすらぎの他、唐桑・本吉地域にも会場
を設け、それぞれ2日間での開催となりました。
会場には、太平洋戦争で広島・長崎に投下された原爆の写真が被爆者の証言
と共に展示された他、日中戦争や満州事変等の悲惨な実情や、戦時中の苦悩な
基町高等学校の生徒が描いた絵
ども紹介されていました。また、広島市立基町高等学校の美術部生徒が、被爆
者本人から当時の話を聞き描き上げた原爆の絵(レプリカ)も展示されており、焼けただれた人々、戦火から
逃げる子どもの様子などの惨状が生々しく描かれていました。
気仙沼9条の会の小野寺政明さんは「原爆だけでなく戦争についても知ってもらいたかった。一番見てほ
しいのは中・高校生。被爆の実情を知ると共に、戦争の悲惨さ、平和の大切さを次の世代に伝えたい。気仙
沼市でもっと平和活動を行っていきたい。」と話されていました。

気仙沼9条の会
Facebook：『気仙沼9条の会』検索
TEL：090-5830-2716 (小野寺政明)

主催：気仙沼市 企画・運営：東北学院大学
広がる、つながる、うまれる。

アクティブコミュニティ塾
第6期 受講生募集！
私たちの住む地域は、ひとりでは解決できない課題が山積みです。アクティブコミュニティ塾では、
受講生それぞれの経験や強みを活かして、この課題を解決するための方法を考えます。集まったメン
バーで、コミュニケーションを楽しみながら気仙沼市と私たちのこれからについて考えてみませんか。
きっと新たな発見があなたを待っています。
連続講座 第1回
公 開 講 座
連続講座 第2回
連続講座 第3回
連続講座 第4回
連続講座 第5回
連続講座 第6回

9月18日(土) 13：00～16：00 開講式 気仙沼の今を知ろう
10月 9日(土) 14：00～17：00 これからの地域コミュニティはどうなってくのか
10月16日(土) 13：00～16：00 わたしはこんな地域・コミュニティにしたい！を話そう
11月 6日(土) ①9：00～12：00/② 13：00～16：00 地域で活動する先輩・若者から話を聞こう
12月11日(土) 13：00～16：00 地域のアクティブコミュニティプランを考えよう①
1月15日(土) 13：00～16：00 地域のアクティブコミュニティプランを考えよう②
2月 5日(土) 13：00～16：00 閉講式 アクティブコミュニティプラン発表会

対

象：市内在住で地域活動を行っている方
興味のある方
（主に40歳以上を中心とした講座です）
定 員：30名
参加費：無料

【お問合せ・お申込み】市地域づくり推進課

会

場：気仙沼市役所 ワン・テン庁舎 大ホール他
（公開講座は気仙沼市役所本庁舎3階 会議室）
申込み締切：連続講座 9月 8日(水) ／ 公開講座 10月 1日(金)
申込み方法：電話/メール/FAX
申込み事項：氏名/住所/連絡先を下記までお申込み下さい

TEL：22-3409

mail：chiiki@kesennuma.miyagi.jp

FAX：24-1226
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、
各イベントが中止、延期、規模縮小となる可能性が
ありますので実施については、各団体へお問合せ下さい。

イベント・講座案内板
主催：気仙沼市

企画・運営：合同会社colere

第29回参加者募集！
ぬま塾とは？
気仙沼の現状を知っている方や、気仙沼で 活動
している方からお話を聞くことを通して、 気仙沼
について「知る」単発イベントです。

第 回
気仙沼ストリートライブフェスティバル
春の開催に引き続き、今秋は会場を一箇所として
行います。事前収録も含む約25バンドの熱演が繰り
広げられます。是非皆様ご覧下さい！

ゲスト 菅原 昭彦氏
(株)男山本店 代表取締役社長
スローフード気仙沼 理事長
気仙沼商工会議所 会頭
テーマ：持続可能なまちづくり
～スローフード、そしてスローシティへ～
日 時：9月9日（木）19：00～20：30
方 法：オンライン（Zoom)
対 象：10～30代（という気持ち）の方
定 員：30名程度（先着順・要申込）
参加費：無料
コンテンツ：ゲストのお話を聞く＋参加者同士で感想共有
申込み締切：9月8日（水）正午まで
申込み方法：下記のURLまたはQRコードから
お申込み下さい
https://forms.gle/bWGoAdRfJSPr52Z6

日 時：9月26日（日）12：00～18：00
会 場：下記HP及び地元紙に掲載致します
内 容：生演奏と事前収録の配信
出演者数：約10組生演奏(生配信)・ビデオ出演約15組
HP：http://k-streetlive.com
※配信URL/会場などの詳細については上記のHPより、
ご覧下さい。

【お問合せ】
市地域づくり推進課 TEL：22-6600 (内線335)
合同会社colere mail：info＠numa-ninaite.com
web：http://numa-ninaite.com/

【お問合せ】
気仙沼ストリートライブフェスティバル実行委員会
TEL：090-4310-6825（事務局：多喜子）

気仙沼市東日本大震災10年復興記念事業

東日本大震災復興から10年の節目を迎え、これからは「こころの復興」として、
これまでの感謝の気持ちを忘れずに「すべてに感謝」をテーマに地域の活性化を
目的に開催します。青く澄んだ大空の下で恵みの秋を楽しみませんか？
皆様のお越しをお待ちしております！

【太鼓・郷土芸能参加募集！】

日

時：10月 9日（土）10：00～16：00
＊当日はマスクの着用、手指消毒、検温、名簿記入等、
10月10日（日）10：00～15：00
コロナ対策を実施いたしますので、会場内での御協力
会 場：尾崎防災公園
をお願いいたします。
入場料：無料
＊状況によっては変更または中止になる場合もあります。
内 容：ステージ部：歌・踊り・郷土芸能等
出店部：飲食店・物品物産販売
展示・体験コーナー部：凧づくり、クラフト、子どもの遊び等

【お問合せ】事務局：気仙沼ライトハウス 090-2982-1561（秦野）
主催：みんなの感謝フェスタ実行委員会
協力：モア恵利子音楽ミニストリー

共催：気仙沼ライトハウス
後援：気仙沼凧の会
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当センターでは,随時イベント情報を募集しております。
お気軽にお問合せください！

イベント・講座案内板

令和3年度 気仙沼市民活動支援センター主催講座

「 操作が難しそう 」

～

「 高齢だから… 」

を使ってみよう！～

パソコンやスマートフォンを使ったオンライン会議をやってみませんか？
コロナ禍で急速にオンライン会議が増えました。やってみると結構簡単にできてしまうかも⁈
今からでも試してみませんか？今回、基礎知識と基本的な操作方法について学びます。
当日は実際に「Zoom」を使ってみます！是非ご参加下さい！

日
対
定
参
持

講

時：

加
ち

月 日(

)

会

場：

南町海岸1-11
気仙沼市まち・ひと・しごと 交流プラザ2階
講 座 内 容：オンライン会議「Zoom」の基本的な操作
を学びます
申込み締切：令和3年9月24日（金）
申込み方法：電話/メール/FAX
申込み事項：団体名/参加者名/連絡先

象：気仙沼市内で市民活動をしている方
員：10名（※要申込 先着順）
費：無料
物：Wi-Fiに接続可能なパソコン
※スマートフォン・タブレットの方は
申込み時にお話し下さい
【お問合せ・お申込み】
師：気仙沼まち大学運営協議会
気仙沼市民活動支援センター（市地域づくり推進課）
認定NPO法人底上げ 理事兼事務局長
なるみや たかふみ
TEL：22-6600(内線335)
成宮 崇史 氏
mail：k.npokk@gmail.com / FAX：24-1226
主催：気仙沼市民活動支援センター（市地域づくり推進課）
主催：気仙沼市

共催：まち大学運営協議会

企画・運営：特定非営利活動法人ウィメンズアイ

受講生募集！
地域をちょっぴり素敵にしたいあなたの「一歩」を応援する、女性のための全6回の連続講座です。
講座やワークショップを通して学びます。

日 時：第1回講座 10月24日（日）
対 象：・市内在住の18歳から49歳までの女性で、
3回以上受講可能な方
・市内に通勤・通学している方も可
受講料：無料
【お申込み・お問合せ】
市地域づくり推進課 男女共同参画推進室
特定非営利活動法人ウィメンズアイ

託 児：あり（※要事前申込み，無料）
定 員：20名
申込み締切：10月15日（金）まで
申込み方法：電話またはQRコードからお申込み下さい
※氏名・住所・年齢等をお伝え下さい

TEL：22-6600 (内線334) / FAX：24-1226
TEL：090-6065-1517

センター新規登録団体
こぱんだくらぶ
毎週木曜日 10：00～12：00 面瀬地域ふれあいセンターにて
スポーツ、料理や夏祭りやクリスマス会など季節に応じた
イベント等を開催しています。

現在のセンター登録団体は
194団体です！(8月現在)

