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当センター主催の『助成金申請のコツ講座～申請書の書き方～』を、7月6日(水)に気仙沼中央公民館にお
いて開催し、センターでは初めての試みとなる、YouTubeでのアーカイブ配信も実施して、会場と合わせて
11名の方に参加いただきました。
講師に、「認定NPO法人杜の伝言板ゆるる」顧問の大久保朝江氏を迎え、助成金に関する基礎知識や応募

書類の作成のポイントなど助成金申請に関するコツを学びました。
大久保先生は、自らの団体がこれまで行ってきた助成金申請経験の他、助成する側の審査員としての経験

もあることから、申請書作成のポイントを双方の視点からわかりやすくお話しいただきました。
まずは、基本となる企画書の作成が重要とし、以下のポイントをあげられました。

令和4年度 気仙沼市民活動支援センター 主催事業(みやぎNPOプラザ共催)

加えて、寄付や助成金は課題を抱えた市民や利用者のためにあるものとし、寄付者はどのように使われた
か関心を持っているので、報告書の作成もしっかり行う必要があると共に、SNSを活用した活動実績などの
情報発信も今では必要不可欠な要素となっていると話されました。また、高い目標を持ち活動をすることは
大事だけれども、実施するための体制づくりが重要であり、無理せず身の丈に合った活動の提案を行うよう、
さらには、助成金を得た翌年は資金がないことを念頭に置き、事業継続を考えていかなければならないこと
などを話されました。
最後に、「各団体が活動をしながら成長し、団体が目指す課題解決が実現することを期待しています」と

参加者の活躍に期待されていました。

・ 今、必要な活動であること(現状の課題など)
・ この活動で社会がどう変わるか(課題をどのように解決したいのか)
・ それが実現する活動内容とは(実績と合わせた事業との関係、誰のため、いつ、どこで)
・ 実施するための資金と人の算定
・ 実施した後の目指す成果！方向性！

会場の様子大久保先生

助成金申請の 講座
市民活動コツ×2 講座
NPO/市民活動のための

～申請書の書き方 ～ を開催しました！

ポイント
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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。まちの話題

遊んで学んで作って食べて

日 時：8月11日(木)山の日 9：00～15：00
場 所：旧月立小学校と周りの山林

主催：NPO法人リアスの森応援隊
共催：八瀬・森の学校/ 気仙沼市/ 気仙沼地域エネルギー開発

・八瀬学校そば
・鶏肉のスパイシー煮込み
・かき氷＆ドリンク
・焼きとうもろこし

自然の中で楽しめる体験活動や、フードや木工販売
もありますので是非ご来場ください！

《体験メニュー》※A.F.H.I は事前予約可

【お問合せ/申込み】NPO法人リアスの森応援隊
〒988-0084 気仙沼市八日町2-3-15
TEL：0226-22-7339 / 080-9252-6458
mail：riasunomori@gmail.com

F.月立小裏山さんぽ
G.三峰山登山 (完全予約制)
H.直火で竹ごはん

・地元産材の木工販売
・まき
・産直まっちゃん

※新型コロナウイルスの感染拡大状況によって、フェスタの中止
または規模を縮小する場合もあります

第 回気仙沼 芸術祭
日時：8月11日(木・祝）

10：00～15：00(開場9：30)
会場：気仙沼中央公民館

【お問合せ/申込み】気仙沼市文化協会事務局
〒988-8502 気仙沼市魚市場前1-1
(気仙沼市教育委員会生涯学習課 文化振興係内)
TEL：0226-22-3442 FAX：0226-23-0943

◆ワークショップ ※要事前申し込み
・詩吟
・スタンピング
・三味線

◆舞台・展示
・日本舞踊/新舞踊 10：45～12：00(10：30開会式)
・作品展示 10：00～15：00

・コーラス
・華道
・茶道

〈センター登録参加団体〉
○気仙沼アマチュアコーラス連合会
・コール・カルトヘル
・松風コーラス
・若草コーラス

○華道草月流静華会
○水木流ふみひろ会
○茶道裏千家淡交会宮城支部気仙沼分会

主催：気仙沼市文化協会
共催：気仙沼市/気仙沼市教育委員会

A.子ども木工教室
B.カンナで削って箸作り
C.チェーンソー/薪割り体験
D.林業機械に乗ってみよう
E.木々の遊びコーナー

《フード》 《売店》

I .手打ちパスタ教室

令和4年度宮城県ＮＰＯ等による心の復興支援事業

本年3月、気仙沼本吉町における『大谷海岸の砂浜再生まちづくり事業』が、グ
リーンインフラ官民連携プラットフォームの第2回グリーンインフラ大賞防災・減
災部門で国土交通大臣賞を受賞しました。

大谷里海づくり検討委員会 /  大谷地区振興連絡協議会

グリーンインフラ大賞～防災・減災部門～「国土交通大臣賞」

『 大谷海岸の砂浜再生まちづくり事業 』

砂浜を守りたい住民の熱意、地域コミュニティの醸成、幾度もの話し合いを重ね
た経緯など、防災と地域振興の取り組みが評価され今回の受賞となりました。
事務局を務める三浦さんは、「住民意見の反映を求める署名活動や、コミュニテ

ィ活動と並行した計画づくりなど、住民の間に対立構造をつくらないよう配慮し、
地域がひとつになって大谷海岸の再生に向け活動を行ってきました。各行政機関と
も時間をかけて話し合いを続け、関係性を積み上げながら理解や協力を得て大きな
計画変更に至りました。本当に多くの人の力で大谷海岸は再生することができまし
た。」と話されていました。

今年は7月16日(土)に海開きが行われ、8月21日(日)まで
遊泳期間となっています。住民の思いが込められた海岸へ
ぜひ足を運んでみてください。

グリーンインフラとは、自然環境の機能をまちづくりや社会問題の解決に活かしていこうとする取り組みです。
東日本大震災によって被害を受けた大谷海岸は、砂浜が失われる防潮堤建設の計画がありました。しかし、地域
の宝である砂浜を守るため、地域住民が意見交換や勉強会を重ねながら住民案をまとめ、市や県、国と幾度も協
議を続け当初の計画が大きく変更されました。
防潮堤のセットバック、海岸背後の国道をかさ上げし防潮堤を兼ねることで、砂浜を震災前の広さに戻すと共

に、道の駅を復旧し、砂浜から背後地まで一体整備を行なったことで、同事業が目指していた砂浜の再生、陸側
から海が見える景観、自然に配慮した海岸整備等が実現しました。また昨年の夏は11年ぶりに海水浴場を再開さ
せ、賑わいの創出、憩いの場として多くの人が訪れました。

大谷里海づくり検討委員会
Web：oyakaigan.com 

問合せ：oyamachidukuri@gmail.com
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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。

主催：気仙沼市 企画・運営：合同会社colere

対象：気仙沼市内の高校生 ※個人・チームで応募可
定員：10組程度
申込締切：8月28日(日)
申込方法：エントリーフォームよりお申込み下さい

チームの場合は代表者のみお申込み下さい
※保護者の同意が必要です

【お問合せ】
市地域づくり推進課 TEL：22-6600（内線335）

合同会社colere
TEL：25-7377 / mail：info@numa-ninaite.com

パン工房いずみぱん

代表 水野いずみ氏

日 時：8月25日(木)19：00～20：30
会 場：□Ship

気仙沼市南町海岸１−１１
気仙沼まち・ひと・しごと交流プラザ ２F

対 象：気仙沼出身・在住の10～30代の方
定 員：25名程度(先着順・要申込）
申込締切：8月24日(水)正午まで
申込事項：名前/所属/電話番号(緊急連絡先)
申込方法：メールまたは、上記QRコードより

※社会情勢を踏まえ、オンライン開催に変更する場合あり

vol.31 気仙沼で働く人の話を聞く場

主催：気仙沼市 企画・運営：合同会社colere

【お問合せ】合同会社colere
TEL：25-7377 / mail：info@numa-ninaite.com
LINE：「ぬま大学」で検索

気仙沼で活躍する方をゲストでお呼びし、
「働く」をテーマに、「悩んだ時どうした？」
「なぜ気仙沼で？」などリアルな話を伺います。

気仙沼の高校生「マイプロジェクトアワード」とは？

≪エントリーフォームへのアクセス≫
・QRコードの読み取り
・気仙沼市担い手育成支援事業のWEBアクセス
「https://numa-ninaite.com/」 または
「気仙沼の高校生マイプロジェクトアワード2022」で検索

コレル

コレルコレル

コレル

人権啓発講座「知っていますか？ LGBTQ＋」

日 時：8月30日(火) 13：30～15：30
会 場：気仙沼市役所

ワン・テン庁舎 2階大ホール
定 員：50名

【お問合せ/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 / FAX：22-1226
mail：chiiki@kesennuma.miyagi.jp

性の多様性について理解を深めるための講座を開催します。

講 師：性と人権ネットワークESTO

理事 内田有美氏
申込締切：8月19日（金）
申込方法：電話/FAX/メール

うちだ ゆみ

「気仙沼のために何かやってみたい！」そんな想い
を原点に、気仙沼の高校生が自分の“好きなこと・気
になること・解決したいこと”を地域でやってみる、
自分だけのプロジェクト『マイプロジェクト』を発
表する場です。自分の想いを発表すること、地域の
大人からフィールドバックをもらうこと、同世代の
活動を知ることを通して学ぶ、“学びの祭典”です。

令和4年度 気仙沼市民憲章推進

「気仙沼市民写真コンクール」

気仙沼のすばらしい郷土の魅力を、わたしたち市民が見つめ直すとともに
広くアピールするために、写真コンクールを開催します。

【応募先（お問合せ)】気仙沼市民憲章推進協議会
〒988-8501 気仙沼市八日町一丁目1-1 地域づくり推進課内 「気仙沼市民写真コンクール係」/ TEL：22-3409

【詳細はコチラから】https://www.kesennuma.miyagi.jp/sec/s025/20201112163804.html

[テーマ] 気仙沼の魅力や四季折々を鮮やかに伝える自然
の風景・景観、建物、歴史・文化、人物など

[部 門] ①1～2月 ②3～4月 ③5～6月 ④7～8月
⑤9～10月 ⑥11～12月

[ 賞 ] 最優秀賞 1点/優秀賞 6点
※9月下旬に審査し、結果は地元報道機関にて
発表し、応募者には郵便でお知らせします。

主催：気仙沼市民憲章推進協議会・気仙沼市

[応募締切] 9月16日(金) 当日消印有効
[応募規定] 写真は2L版(規格は横向き、カラー作品)
[応募事項] 応募する部門・住所・氏名・年齢・電話番号・

作品名・撮影年月日・撮影場所・作品にまつ
わるコメントをご記入下さい。1人3枚まで

[応募方法] 応募用紙に必要事項を明記の上、作品の裏面
に貼付し、応募先へ送付するか(送料自己負担)
直接ご持参(土・日、祝日を除く)下さい

作品募集！
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東北電力ネットワークふれあいギャラリー案内板 センター登録団体の活動を
紹介するコーナーです

7・8月は「NPO法人ネットワークオレンジ」さんの展示です。
本団体は、障がい児者の向上心、好奇心を育てながら、地域の中

で安心して生活できる環境を作る中で障がい児者の社会参加支援、
生活支援、就労支援システムを確立し、その活躍の場を地域の中に
置き、活動の幅を広げることで障がい児者に対する理解を求めると
ともに、地域の社会資源を有効活用し「地域の活性化」に寄与する
ことを目的として活動されています。
今回は、利用者さんが作成した作品を展示して頂きました。8月下

旬まで展示予定ですので、お近くをお通りの際は是非ご覧下さい。
また、8月中は毎週土曜日、三日町ぽっかぽか堂にて、「駄菓子屋

七夕縁日」を開催しているとのことです。

私たちの住む地域は、ひとりでは解決できない問題が山積みです。
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、この問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（時間 13：00～16：00）
第1回 9月10日(土) 開講式／気仙沼の今を知ろう

第2回 10月15日(土) 地域で活躍する先輩・若者から話を聞こう

第3回 11月19日(土) わたしはこんな地域・コミュニティにしたい！を話そう

第4回 12月17日(土) 地域のアクティブコミュニティプランを考えよう①

第5回 1月14日(土) 地域のアクティブコミュニティプランを考えよう②

第6回 2月 4日(土) 閉講式／アクティブコミュニティプラン発表会

市内在住、地域活動を行っている方、
興味がある個人またはチーム
(主に40歳以上を中心とした講座です)
気仙沼市役所 ワン・テン庁舎 大ホール
20名
無料
8月31日(水)
氏名/住所/連絡先
電話/FAX/メール

広がる、つながる、うまれる。

アクティブコミュニティ塾 第7期 受講生募集！

主催：気仙沼市 / 企画・運営：東北学院大学

■公開講座
日 時：11月5日(土）14：00～17：00
講 師：IIHOE 代表 川北秀人氏
内 容：これからの地域コミュニティはどうなっていくのか

参加費：無料

【お問合せ・お申込み】市地域づくり推進課
TEL：22-6600(内線337) / FAX：24-1226 
mail：chiiki@kesennuma.miyagi.jp

対 象 者：

会 場：
定 員：
参 加 費：
申込締切：
申込事項：
申込方法：

登校拒否・不登校を考える

夏の全国大会 2022 宮城会場

日 時：8月21日(日) 10：00～16：30

会 場：気仙沼中央公民館

（気仙沼市内の脇1丁目16-6)

参加費：3,000円※原則事前申込み制

【託 児】締切： 8月10日(水)
ご希望の方はメールにてお申込み下さい。
(先着順/お子様のご年齢・お名前をお知らせ下さい)

≪申込み先≫space.tsunagi@gmail.com

【お問合せ】気仙沼会場運営：一般社団法人フリースペースつなぎ
気仙沼市赤岩泥ノ木19-1 TEL：28-9181
HP：https://space-tsunagi.com/

【申込み方法】締切： 8月16日(火)
Peatix(イベントチケットサービス)にて

URL：http://zenkoku22.peatix.com/
(宮城サテライト参加をお選び下さい)

主催：NPO法人登校拒否・不登校を考える全国ネットワーク ／ 気仙沼会場運営：一般社団法人フリースペースつなぎ


