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主 催 一般社団法人 かもみ～る
協 働 まちなか応援サポーター メ・ケ・アロハ

リサイクル市 『 かもみ～る フリーマーケット 』

5月15日(日)、気仙沼駅前東側広場を会場に、一般社団法人かもみ～る主催の『かもみ～るフリー
マーケット』が開催され、多くの来場者で賑わいました。

一般社団法人かもみ～るは、就労継続支援B型事業所と相談事業所を運営しており、事業のひとつと
して「マルシェ」や「ワークショップ」開催などの活動を行っている団体です。今回のフリーマーケッ
トは、自主開催としては初めての開催で、市民と出店者はもちろん、障がいのある方たちが出店を通じ
て交流することを目的として開催されました。

当日は15店舗が出店し、子ども服やぬいぐるみ、大人の衣類や靴、日用品、アクセサリーや雑貨等が
安価で販売されていた他、手作り作品、同イベントで協働している「メ・ケ・アロハ」によるバルーン
アート等、子どもが楽しめるコーナーも設けられていました。来場者たちはそれぞれの店舗で気になる
品を手に取り、声を掛け合いながら笑い声あふれるひと時を楽しんでいました。

一閑張りの物入

小原代表は、「コロナ禍で閉じこもりになりがちですが、戸外に出て買い物を楽しんでいただきたい
です。今年はあと2回ほどマルシェ開催の計画があります。お店の人や買い物に来られた方たちが楽し
くおしゃべりができるような交流の場を今後も設けていきたいです。」と話されていました。

メ・ケ・アロハ
バルーンアートフリーマーケットの様子

【お問合せ】一般社団法人 かもみ～る TEL：0226-28-9968
https://www.chamo-mile.jp/
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一般社団法人おりがみは、子育て世代の雇用創出と、地域の多世代間交流
の場となる居場所づくりを通した子育て世代の課題解決を目的として、昨年
6月に設立された、若いママたちの団体です。
代表の半沢さんは、震災後、市内のゲストハウスで親子向けの絵本カフェ

を運営、そこでのママたちからの相談や、自身の「あったらいいな」「子ど
もたちが成長するために必要」と感じた経験を活かし、親子だけでなく地域
住民が集える場として、昨年11月市内鹿折地区の空き家をリノベーションし、
拠点となる「家カフェHATA」をオープンしました。

団体の活動をセンターからお伝えします。「取材に来て欲しい！」「この団体について教え
て欲しい！などありましたら、お気軽にセンターまでお気軽にお問い合わせください。

【お問合せ】
一般社団法人おりがみ

「家カフェ HATA」
気仙沼市西八幡町2-2
TEL：070-8483-4446

1階「喫茶室」では小さな子どもを連れたママたちが働いており、ベラルーシ出
身のスタッフが作った自国の伝統料理やお菓子・紅茶などを提供しています。授
乳室やおむつ替えスペースを完備した「フリースペース」では、おもちゃや本な
どが置かれ、近所の大人から子育て中のママ、学校帰りの小学生などが集う、多
世代交流の場となっています。
また、貧困世帯への支援と子どもたちの孤食を減らすことを目的として、市内

のフードバンクの協力をもらい、月2回土曜日に「子ども食堂」を開催し無償で食
事を提供しており毎回20名程が参加しています。

この他にも、子育て世代のイベント等への参加を推進する支援としてイベントや検診会場での『出張託児』や、
公民館などで、他団体と一緒に行う『出張イベント』の活動も行っています。

代表の半沢さんは「小学校の高学年になる
と自宅で留守番をする子どもが多くなる。子
どもたちに何かあった時に、地域の中で声を
かけられる大人の顔見知りを作ることが必
要」と話されています。

出張託児の様子

子ども食堂の様子

イベントの様子

フリースペース

一般社団法人おりがみ

「一般社団法人トナリノ」とは？

陸前高田市に拠点をもつ団体。
「地域の相棒」を合言葉に、地域の困り
ごと解決に力を入れている。
対象者は高齢者、子ども、子育てママ…
とさまざま。
令和4年度「気仙沼市デジタル活用支援
及びデジタル化普及促進業務」の委託を
受け、市内全域で高齢者向けのスマート
フォン講座を開催中。

【お問合せ先】
一般社団法人トナリノ(デジタルチーム)
TEL ：0192-26-3287

主催：気仙沼市

スマホ講座の支援者になってみませんか？

一般社団法人トナリノでは、市内でのスマホ講座の支援者の
募集と育成を行なっております。高齢者の方の特性や、教え
方のノウハウなどを一緒に学び、実際に講座でのサポートを
行ってみましょう！
ご興味のある方はぜひお問合せ先までご連絡ください。

実際のスマートフォン
講座での支援の様子

現在、気仙沼市では高齢者向けのスマートフォン講座を実施しております。
その中で高齢者の方のお手伝いをしてみませんか？
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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。

日本は再び戦争は繰り返すまいと世界に宣言し、
憲法9条が生まれました。
いま、9条を変えようとする動きが進んでいます。
なぜ、憲法を変える必要があるのか、憲法を変え
ると日本はどうなるのか。
講師をお呼びした講演会を開催します。
皆さんで一緒に考えてみませんか？

・9条に自衛隊明記で日本はどうなる？
・アメリカの核兵器を共有？日本に必要？
・軍事費5年で倍増11兆円へ。暮らしは？
・軍事力強化が日本の平和を守る道なの？

日 時：6月5日(日)14：00より
会 場：気仙沼市民会館 中ホール
講 師：弁護士小野寺義象(よしかた)氏 津谷出身
参加費：資料代500円

【お問合せ】気仙沼9条の会
TEL：090-2989-4002（担当：佐々木）

平和戦争憲法を考るシリーズ第5弾

講演「今ウクライナから学ぶもの」

主催：気仙沼9条の会

主催：気仙沼市 / 企画・運営：合同会社colere

【お問合せ】合同会社colere
mail：info@numa-ninaite.com TEL：25-7377

大島の玄関口である浦の浜湾に位置する
「気仙沼大島ウェルカム・ターミナル」のオープン

から2周年を記念したおまつりを開催します！
是非皆さまご来場ください！

会 場：気仙沼大島ウェルカム・ターミナル
（気仙沼市浦の浜151-2他）

センター登録団体が参加します！

○一般社団法人 かもみ～る
6月5日(日)10：00～15：00
「ジャム/手作り小物」販売

○一般社団法人 おりがみ「子ども縁日」

○メ・ケ・アロハ「バルーンアート」他

6月4日(土)/5日(日)10：00～15：00

「“働く”から気仙沼を知ろう！」

vol.30 気仙沼で働く人の話を聞く場

「それなりに楽しいけどこのままでいいのかな」
大人だって、悩んだり迷ったりすること、ありますよね。
ぬま塾では、気仙沼で活動する若手の方をゲストに
「悩んだ時どうした？」「なぜ気仙沼で？」などのお話
を伺います。

【ゲスト】尾形竜之介氏
理学療法士, ストレッチ系 YouTuber
株式会社OGATORE代表

日時：6月14日(火)19：00～20：30
方法：YouTubeライブ配信
対象：気仙沼出身・在住の10～30代の方
定員：30名程度(先着順・要申込）
申込締切：6月13日(月)正午まで
申込方法：右記QRコードよりお申込み下さい
※6月13日(月)18：00までにご案内メールを
お送りします

気仙沼大島ウェルカム・ターミナル
2周年まつり

【お問合せ】
気仙沼大島ウェルカム・ターミナル
〒988-0605 気仙沼市浦の浜151-2外
TEL：28-9253 / FAX：28-9263
営業時間：9：00～17：00 年中無休
Facebook： https://www.facebook.com/oshimawt/

気仙沼プレクトラムアンサンブル

皆様のお越しをお待ちしています！

日 時：7月3日（日）
開場13：30 開演14：00

会 場：気仙沼市民会館 中ホール
(気仙沼市笹が陣４−２)

入場料：無料

《 曲目》

※ご来場の際、マスクの着用をお願いします。

※マスク着用でご参加くださいますようお願い
いたします

1部
「合奏」
・瑠璃色の地球
・なないろ
・明るい街角で
・海潮音

2部
「ソロ/アンサンブル」
3部
「合奏」
・海の組曲

【お問合せ】気仙沼プレクトラムアンサンブル
TEL：090-2982-1719（会長：小山）

主催：気仙沼大島ウェルカムターミナル/ 共催：メ・ケ・アロハ
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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。

ゼロ・ウェイスト勉強会 vol.4

『株式会社ロスゼロ』さんの取り組みを知ろう

開 催 日：7月24日.8月28日.9月25日.10月23日.
11月13日.12月11日の全6回(全て日曜日)

会 場：市内各所
対 象：市内在住の18歳から40代までの女性で

連続講座に参加できる方。
市内に通勤・通学している方も可

定 員：15名
参 加 費：無料
申込み締切：7月8日（金）まで
申込み方法：電話または右記の申込み

フォーム(QRコード)より

【お問合せ】気仙沼まち大学運営協議会
TEL：28-9972(火～土曜日13：00～21：00）
mail：info@square-ship.com

日本でも大きな社会問題となっている「食品ロス」

みなさんも身近なところで色々な工夫や対応をされて
いると思います。
今回の勉強会では、規格外品や製造余剰品を生活に繋
げ、もったいないものに価値を見出している大阪の株
式会社より会社の取り組みに加え「フードロスの現状」
「私たち一人ひとりにできること」を中心にお話を頂
きます。是非ご参加ください！

日 時：6月9日（木）19：00～20：30

方 法：希望により、会場参加又はオンライン参加(Zoom)

会 場：気仙沼市まち・ひと・しごと交流プラザ

2階 □ship内

参加料：無料

定 員：来場25名/オンライン無制限

申込み方法：①名前②所属③電話番号④参加人数
⑤参加方法をご記入の上メール頂くか電話にて

チャレンジしたい女性の一歩を応援する全6回の講座で
地域で活躍している女性が講師を務め、アクションを
起こすヒントを得ます。連続して学ぶことで確実にス
テップアップしていきます。お気軽にご参加下さい！

【申込み・お問合せ】
主催：市地域づくり推進課男女共同参画推進室
TEL：22-6600（内線334）
企画・運営：NPO法人ウィメンズアイ
TEL：090-6065-1517

「アクティブ・ウーマンズ・ガレッジ」
第6期受講生を募集します！

主催：気仙沼勝手に環境庁 / 共催：気仙沼まち大学運営協議会

主催：気仙沼市民活動支援センター / 共催：みやぎNPOプラザ

参加 方法：①会場参加
②オンライン参加(Zoom)

7月6日(水)

会 場気仙沼中央公民館
（内の脇一丁目16番6号）

市民活動コツ×2講座
NPO・市民活動のための

令和 4 年

定 員：来場20名（※要申込 先着順）
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など
受 講 料：無料
持 ち 物：筆記用具
申込み締切：6月27日（月)
申込み方法：電話/メール/FAX/右記の

申込フォーム(QRコード)
申込み事項：団体名/参加者名/連絡先

希望する参加方法

助成金申請の

講座

※当日ご参加頂けない方のために、YouTubeにて
後日アーカイブ限定配信も検討中。
配信希望の方も、お申込み下さい！ (※要申込)

13：30～15：30

講 師大久保朝江氏
認定ＮＰＯ法人 杜の伝言板ゆるる 顧問

・適切な助成金の見つけ方
・申請書記載までの準備（企画）
・記載のコツ

～申請書の書き方～

【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337）/ FAX：24-1226 / 
mail：k.npokk@gmail.com

【講座内容】


