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スウィング ドルフィンズ

気仙沼ジュニアジャズ オーケストラ『スウィングドルフィンズ』は、平成5年に小学5年生から高校生まで
を対象に結成されたジャズのビッグバンドです。仙台市で毎年秋に開催される『定禅寺ストリートジャズフェ
スティバル』へは平成6年から毎年出演、また市内をはじめ、県内外各地の演奏会に参加されています。

昨年は、新型コロナウイルスの影響で思うように練習ができない時期もあった中、5月のNHK朝の連続テレ
ビ小説『おかえりモネ』へのエキストラ出演をはじめ、11月の気仙沼スローフェスタ、12月の気仙沼FunSea
フェスタ2021ではステージ演奏を行うことができました。

12月にメンバー5名が卒業し、1月からは7名で水梨コミュニ
ティセンターを拠点に、感染症対策を行いながら練習を行っ
ています。
取材に伺ったこの日は、サックス・トランペット・ドラム

等、パート毎に奏法の指導を受けながら、ひとりひとりが熱
心に取り組んでいました。今年も『定禅寺ストリートジャズ
フェスティバル』への参加を目指し、4月から始まるオーディ
ションに向け頑張っていました。

練習に参加していたメンバーは、「定禅寺ジャズフェスは
お客さんとの距離が近く、演奏していてとても楽しいです」
「楽器演奏を続けたくて入会しました。人を喜ばせるような
演奏がしたいです」と話され、楽しく活動している様子が伺
えました。

気仙沼スローフェスタでのステージ演奏

登録団体紹介

団体では随時メンバーを募集しています!
募集対象：小学5年生から高校3年生
募集するパート：サックス/トロンボーン/トランペット

ドラム/ピアノ/ギター/ベースなど
＊楽器は貸し出します

練習日時：毎週日曜日 13：00～16：00
または土曜日 18：30～20：00

練習場所：水梨コミュニティセンター
月 会 費：1,000円
＊本会のホームページをご覧の上、会の趣旨に賛同して頂
ける方、運営委員(楽器の指導、演奏者等)も募集します。

【お問合せ】
気仙沼ジュニア ジャズ オーケストラ

『スウィング ドルフィンズ』
午後6時以降 090-3753-0163(菅野) 

HP：http://swingdolphins.wix.com/jazz.

メンバー大募集‼練習風景

気仙沼ジュニア ジャズ オーケストラ
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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いたしますので、ぜひチェック
してみてください♪

社会課題解決「みやぎチャレンジプロジェクト」助成事業
7年目となる「みやぎチャレンジプロジェクト」に今年は当センター登録の4団体が参加します。
社会課題を解決する必要性を広く県民にアピールしながら、その活動資金を調達するために、赤い羽根共同募金と
一緒に寄付の呼び掛けを行い、共同募金会を通じて、各団体の活動資金として助成されます。
共感いただける活動がありましたら、ご協力をお願いいたします。

「まちを元気にしたい」 かもみ～るの活動に応援を！

【お問合せ】
TEL：28-9968
FAX：28-9818 /  ｍail：chamomile.info@gmail.com

震災をきっかけにできた子どもの遊び場「気仙沼あそびー
ばー」。あれから11年目を迎えようとしている今、それでも子
どもは遊びを必要としています。
子どもは他者という存在と関わることで、自分という存在の
理解を深めていきます。そして、外遊びという実体験を糧に、
自分の力で「折れない心」を育んでいきます。外遊びの大切
さを再確認できたこの地域で活動を続けさせてください。

「遊び」の貧困に立ち向かいたい！

【活動内容】 (活動日：月～金曜日 10：00～16：00)
学習支援、運動、昼食づくり、季節の行事、就労支援など

子ども・若者が安心して学べる居場所を目指して

11年目の子どもの遊び場を続けたい！

障がい者が地域の中で暮らすには、まちと人が元気でなけ
ればなりません。私たちが活動する気仙沼駅前地区を障が
い者そしてすべての地域住民が「我が町」として、生き生き
暮らせるまちにしたいと考え活動しています。
「まちを元気にする」活動資金のため、ご寄付のご協力を
お願いします！

かつてのように海や山を駆けまわり、地域の中で遊び育つ
子どもの姿はほとんど見られなくなりました。屋内で育ち、地
域から孤立している子どもは少なくありません。私たちは常
設の遊び場「プレーパークけせんぬま」を開くことで、この課
題に立ち向かいたいと思います。

【お問合せ】
TEL：022-397-7507  /  ｍail：info@playworkers.org

【お問合せ】
TEL/FAX：28-9181
ｍail：space.tsunagi@gmail.com

【お問合せ】
TEL：48-5564 / ｍail：asobi-ba@ｈotmail.co.jp

【活動内容】
常設の遊び場「気仙沼あそびーばー」を通年運営、子ども
食堂の実施、出前遊び場の実施、気仙沼居場所ネットワー
クと連携、地域内広報「あそびーばーつうしん」の発行など

【活動内容】
地域団体と協力しながらの「マルシェ活動」、手づくりなどの
ワークショップやフリーマーケットなどの「交流サロン活動」、
親子で自然と触れ合いながら野菜を育てる「子育て支援活
動」など

一般社団法人気仙沼あそびーばーの会

一般社団法人プレーワーカーズ

【活動内容】
庭に木製遊具を設置した一軒家を開放し、遊び場の専門
スタッフ「プレイワーカー」を配置している。
子どもが集い自由に遊べる場をつくる活動など

不登校やひきこもりの子ども・若者にとって、多様な学びや
成長の場となる居場所づくりを行っています。小学生から20
代の若者がフリースペースで過ごし、地域の方との交流やオ
ンラインを活用した活動など、一人一人の意思を尊重しなが
ら学びのサポートを行っています。学校などの関係機関と連
携し、つなぎに通うことで小中学校の出席扱いとして認めら
れています。

活動紹介など、
＼団体HPはコチラから／

宮城県共同募金会 赤い羽根共同募金

一般社団法人フリースペースつなぎ

活動紹介など、
＼団体HPはコチラから／

活動紹介など、
＼団体HPはコチラから／

活動紹介など、
＼団体HPはコチラから／

「みやぎチャレンジプロジェクト」についての詳細や、各団体へのご支援の方法についてはコチラよりご覧ください。
▼HP：http://akaihane-miyagi.or.jp/challenge ▼検索：みやぎチャレンジプロジェクト

一般社団法人かもみ～る
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イベント・講座案内板
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。

気仙沼市東日本大震災10年復興記念事業

活かそう 伸ばそう 市民の文化

気仙沼市民文化祭は、市民の日頃の文化芸術活動を発表・
鑑賞する場を設け、多くの市民の文化に親しむ機会を提供する
ことで、豊かな心を育み、文化の香り高いまちづくりを目指し開
催しています。
昨年度、感染症拡大防止のため中止をしましたが、今年は、
感染症対策を行った上で、第50回を記念し、開催します。
是非皆さまお越しください！

開催期間：2月6日(日)～3月27日(日)
会 場：気仙沼市民会館・中央公民館他
入 場 料：無料
内 容：舞台発表、展示、文芸、茶道披露等
お 願 い：会場の駐車場には限りがございますので、できる

だけ乗り合わせの上、ご来場くださいますようお願
いします

第 回記念

主催：気仙沼市民活動支援センター / 共催：みやぎNPOプラザ

【お申込み/お問合せ】気仙沼市民活動支援センター
TEL：22-6600（内線335）/ mail：k.npokk@gmail.com
FAX：22-1226

NPO・市民活動のための

令和 4 年2月24日(木)

市民活動コツ×２講座

※当日はマスクの着用をお願いします。また、体調のすぐれない方は
参加をご遠慮下さい。
なお、新型コロナウイルスの感染状況によりオンラインなどでの開
催に変更になる場合があります。

会 場：気仙沼市役所 ワン・テン庁舎
定 員：３団体
対 象：気仙沼市内のNPOや市民活動団体、

市民活動をしている方
（法人以外の方のも可）

相 談 料：無料
申込み締切：令和4年2月10日（木）
申込み方法：電話/メール/FAXにてお申込み下さい

みやぎNPOプラザのNPO運営アドバイザーをお呼びし、個別相
談会を開催します。法人格の有無にかかわらず、幅広く皆さん
の相談に応じます。まずは、お気軽にお問合せください！

【お問合せ】
気仙沼市文化協会事務局 TEL：22-3442
(気仙沼市教育委員会 生涯学習課内）

主催：気仙沼市文化協会 共催：気仙沼市・市教育委員会

当センター登録団体の皆様も参加します！

○気仙沼市民会館 大ホール○

【歌謡の祭典】
2月6日(日) 11：00～15：00(開場 10：00)
参加：フレンズ気仙沼歌謡愛好会
【第50回コーラスのつどい】
2月27日(日) 13：30～15：30(開場 12：30)
参加：コール・カルトヘル、松風コーラス、若草コーラス
【日本舞踊と邦楽のつどい】
3月27日(日) 13：00～16：00(開場 12：00)
参加：水木流ふみひろ会

○気仙沼中央公民館○

【琴城流大正琴演奏会】
3月26日(土） 10:00～11：30(開場 9:30)
参加：琴城流大正琴振興会気仙沼支部
【茶道表千家茶会】
3月27日(日) 10:00～15：00
参加：茶道表千家梶原社中

相 談 時 間：①10：00～11：00  
②11：00～12：00 
③13：00～14：00

アドバイザー：みやぎNPOプラザ
NPO運営アドバイザー

【相談例】

・法人設立について教えて欲しい

・規約や定款の変更について相談にのって欲しい

・会計の処理や税務について教えて欲しい

・資金の集め方について相談したい

・団体運営について相談したい

※各会場ではマスクの着用、来場者受付表へ記入のご協力を、
お願いします。当日、体調のすぐれない方はご来場をご遠慮く
ださるようお願いします。また、感染状況により、変更や中止と
なる場合がありますのでご了承ください。
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現在のセンター登録団体は
197団体です！

センター新規登録団体

一般社団法人前浜おらほのとっておき

・海浜植生観察会と種子採取/地域住民と子ども達による播種/ポット苗化作業
・森林/海浜植生/環境再生に関する講演会とワークショップ
・学生ボランティアと住民の交流会、講演会を兼ねた「おらほのとっておき文化祭」開催
・植樹地造成作業と植樹祭
・草刈り、下草管理、補植、防草作業
・関連各種研修会/勉強会への参加 などを行っています。

「アクティブ・ウーマンズ・カレッジ」
の公開講座を開催します！

鶴岡ナリワイプロジェクト代表井東敬子氏をお招きし、
「地域に暮らす私がほしい未来をつくる」をテーマに、
2015年から10期実施してきた「ナリワイ起業講座」と、
一歩を踏み出した女性たちのその後の活躍についてお
話をいただきます。
公開講座ですので、年齢、性別を問わずどなたでも参
加できます。お気軽にご参加ください。

日 時：3月6日(日) 9：30～11：00
会 場：市民福祉センター「やすらぎ」多目的ホール
内 容：テーマ「地域に暮らす私がほしい未来をつくる」

いとう けいこ

講 師：鶴岡ナリワイプロジェクト代表 井東敬子氏
定 員：一般公開30名
申込み締切：2月28日(月)
申込み方法：電話または申込みフォーム(QRコード)にて

お申込みください
※託児あり（要予約）

主催：気仙沼市 / 企画・運営：特定非営利活動法人ウィメンズアイ

【お問合せ・お申込み】
市地域づくり推進課 男女共同参画推進室
TEL：22-6600 （内線334）

サロンの会員による手作りの雛人形をはじめ、
桃の節句にちなんだ小物、還り雛などを展示
します。
みなさま、お気軽にお立ち寄りください。

【お問合せ】

※会場ではマスクの着用をお願い致します。
検温・手指消毒などの感染症対策を行ない
ますのでご協力をお願い致します。

日 時：2月25日(金)～3月3日(木)
10：00～16：00

会 場：森前林自治会館
観 覧：無料

森前いきいきサロン

※会場ではマスクの着用をお願いします。
当日、体調のすぐれない方は参加をご遠慮くださるようお願い
します。

イベント・講座案内板
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。

【お申込み方法】
▼会場参加を希望の場合 （定員：80名）
【Googleフォーム】

【mail】info@playworkers.org
【TEL】022-397-7507
参加料：無料 ※当日参加可

▼オンライン視聴を希望の場合（定員：50名）
【ピーティックスより】http://ptix.at/ajkOa3
参加条件：インターネット環境のある方

(Zoomを使用)
参 加 料：500円

【お問合せ】主催：一般社団法人プレーワーカーズ
TEL：022-397-7507  /  ｍail：info@playworkers.org

子どもと地域、遊びと健康に長年関わってきたパネリスト
を招き、子どもの健やかな外遊び環境の獲得を目指した
シンポジウムを開催します。ぜひ皆さまご参加ください。

日時：2月23日(水・祝）13：00～16：30(開場12：30）
会場：名取市文化会館 小ホール/オンライン(Zoom)

(名取市増田字柳田540）
対象：行政職員、議員、教育関係者、

子ども子育て支援団体、保護者など

https://docs.google.com/forms/d/1QA5M_F9q9cQat
iW5Zz-xuqLqAUyjY_g06pSszV4sZeI/edit

森前いきいきサロン
TEL：080-5570-0766(大和田)

Google
フォームは
コチラから

ピーテックス
はコチラから

「宮城の子どもの外遊び環境を変える。」

シンポジウム


