ご自由にお持ちください
みつかるブック
QRコードはこちら

市民活動
み つかるブック
気仙沼市民活動支援センター
登録団体 紹介冊子

気仙沼では、様々な市民活動団体が活動しています！
どんな人が、どんな活動をしているのでしょう。
わくわくしながらご覧ください！

令和２年５月

気仙沼市民活動支援センター

気仙沼市民活動支援センターでは、登録団体の皆さんがお互いに
協力、交流し活動が出来るよう、各団体の情報を紹介する「市民
活動みつかるブック」を作成しました。
登録団体の皆さんはもちろん、市民活動に参加したいという市民
の方も是非ご利用下さい！
【本冊子のご利用にあたって】
＊本冊子に記載されているのは、掲載希望の申し出があった登録団体です。
＊掲載希望がなかった団体については、登録団体として団体名のみ記載しています。
＊連絡先が掲載されていない団体については、気仙沼市民活動支援センターまでご連絡ください。

Ｑ：そもそも市民活動って？
Ａ：市民が、お互いに協力し合い地域や社会の問題を解決するために自ら取り組む、
営利を目的としない様々なまちづくりを進める活動をいいます。
例：まちづくり、福祉、健康、文化芸術、子ども育成、環境などの活動

子育ての悩みを話したり

ゆっくり過ごしてる時間に、

情報交換をしたり、問題

何か地域のためにできるこ

をみんなで解決したりす

とはないかな？

る場はないかな？

皆さんも参加してみませんか？

地域の問題点を
みんなで何とか
できないかな？

自分の能力を生かし
たボランティア活動
をしてみたいけど…

1

団 体 一 覧 表
まちづくり分野

まちづくり分野

ペー ジ

あ行

ペー ジ

は行

（一社） かもみ～る

5

8のつく日は八瀬の日！

（一社） 気仙沼青年会議所

-

（一社） 気仙沼まちづくり支援センター

5

みやぎ地域づくり団体協議会気仙沼・本吉支部

（一社） 気仙沼復興支援士業ネットワーク

5

メケ・アロハ

（一社） Nr.１２

6

（一社） プロジェクトリアス

-

（一社） まるオフィス

-

笑顔っこフェスティバル実行委員会

-

SCKガールズ

6

MOAひまわり会

6

10

ま行
11
-

や行
八瀬・森の学校

か行

保健・医療・福祉分野

11

ペー ジ

あ行

活性化集団 ”粋”

7

からくわ丸-Karakuwa Desingners League

-

あいの会

観光ボランティアガイド気仙沼

7

（一社） コ・エル

気仙沼大島まちづくりサポート

-

（一社） ボランティアステーションin気仙沼

12
12

か行

気仙沼9条の会

-

気仙沼市民憲章推進協議会

7

気仙沼健康の会

-

気仙沼商工会議所青年部

-

気仙沼市母子寡婦福祉連合会

-

気仙沼ストリートライブフェスティバル実行委員会

8

きこいろ（片耳難聴のコミュニティ）

気仙沼中学校35回生卒業生有志と気仙沼の仲間達

8

気仙沼防災教育推進委員会

8

接骨院ボランティア宮城

-

けせんぬま防災フェスタやってみっ課事務局

-

鹿折地区民生委員児童委員協議会

-

気仙沼まちづくりの会

-

気仙沼八日町復興まちづくりの会

-

体操 ひだまり

気仙沼ライトハウス

9

NPO法人 気仙沼地方手をつなぐ太陽の会

-

高齢者サロンひだまりかふぇ

9

NPO法人 気仙沼・南三陸住宅改善２１

-

国際ソロプチミスト気仙沼

9

NPO法人 生活支援プロジェクトK

12

さ行

た行

さ行

NPO法人 セミナ～レ

13

13
-

食のまちづくり協議会

-

NPO法人 なごみ

スローフード気仙沼

-

NPO法人 日本ベトナム障がい者支援ｾﾝﾀｰ

-

NPO法人 ネットワークオレンジ

-

た行

13

たすけあい「つぼみ」

-

NPO法人 東日本カウンセリングセンター

14

地域総合研究会

-

NPO法人 水梨かふぇ

14

椿の島21世紀プロジェクト

-

NPO法人 ウィメンズアイ

10

NPO法人 Cloud JAPAN

-

NPO法人 響生

-

NPO法人 リアスの丘グループ

-

NPO法人 ワーカーズコープ

-

な行
新月地区民生委員児童委員協議会
ま行
本吉・絆つながりたい

14

や行
結和

な行
認定NPO法人 底上げ

-

10
2

15

文化・芸術・社会教育分野

文化・芸術・社会教育分野

ページ

あ行

ま行

あきら＆みなとアロハ

-

あんばさんに登ろう会
（一社）茶道裏千家淡交会宮城支部気仙沼地区会

松風コーラス

20

16

神輿を担ぐ弁天連

20

16

水木流ふみひろ会

21

海の唄全国大会実行委員会

-

落合直文顕彰会

-

押し花工房はなあーと

ページ

や行
八日町打ち囃子

16

ら行

か行

リアスアーク美術館を遊ぶ会

華道草月流静華会

-

気仙沼アマチュアコーラス連絡会

-

気仙沼演劇塾うを座

17

気仙沼市文化協会

17

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

17

気仙沼ストリングオーケストラ

18

21
-

わ行
若草コーラス

地縁団体・その他

-

ページ

あ行

気仙沼つるし飾り愛好会

-

入沢自治会

気仙沼トーストマスターズクラブ

-

浦島地区振興会

22

気仙沼なつメロ歌謡愛好会

8

大谷里海づくり検討委員会

22

気仙沼プレクトラムアンサンブル

18

面瀬地区まちづくり協議会

22

気仙沼邦楽と舞踊実行委員会

19

か行

気仙沼わくわく科学クラブ

-

梶ケ浦自治会美徳会

琴城流大正琴振興会気仙沼支部

-

唐桑町まちづくり協議会

さ行
茶道表千家梶原社中

19

さわやか睦み会

-

さをり織り工房わい

-

賛美の外套（さんびのがいとう）

-

23

気仙沼市自治会長連絡協議会

-

気仙沼市婦人会連絡協議会

-

小々汐自治会

-

さ行

19

魚町地区ボランティアクラブ

-

三味線秀栄会

-

沢田区自治会

-

趣味の絵画

-

三・八・沢田地区婦人会

-

煎茶道三彩流清祥会

-

鹿折まちづくり協議会

23

煎茶道三彩流鼎舟会

-

条南地区振興協議会

23

た行

た行

塚沢神楽保存会

-

滝の入2区自治会

-

手作り工房Tink

-

舘森自治会

-

鶴ケ浦自治会

-

な行
浪板虎舞保存会

-

な行

日本国際高等学院

-

南郷三区自治会

-

能楽の心と癒しプロジェクト

-

西中才振興会

-

は行
フレンズ気仙沼歌謡愛好会
フルートアンサンブルCidre Bouche
ホタルの会

は行
-

階上地域まちづくり振興協議会

20

24

ま行

-

森前いきいきサロン
3

-

スポーツの振興分野
あ行
（一社） 気仙沼市体育協会

子どもの健全育成分野

ページ

あ行
-

か行
唐桑総合型地域クラブ “カラット“
気仙沼☆イーグルスファンの会

25

気仙沼市サッカー協会

-

気仙沼市ソフトボール協会

-

気仙沼市バスケットボール協会

（一社）気仙沼あそびーばーの会

28

（一社）フリースペースつなぎ

28

（一社）プレーワーカーズ

28

おはなしサークルたんたん

29

か行
Kiddy ＆ P.c 郷っこの会

25

けせんぬま森のおさんぽ会

気仙沼柔道協会

-

子育て支援わくわくけせんぬま

気仙沼スケートボード協会

-

こども・わらずキャンプ楽会

気仙沼相撲協会

-

気仙沼市ソフトテニス協会

ページ

29
29

さ行

25

すこやか支援ママたっち

-

気仙沼卓球協会

-

気仙沼卓球協会本吉支部

-

NPO法人 浜わらす

30

気仙沼テニス協会

-

NPO法人 ピースジャム

30

NPO法人 ミヤギユースセンター

30

-

ドリームキャンプ実行委員会

31

気仙沼本吉サーフィンクラブ

26

ぱぷりか（新月リユースの会）

-

気仙沼モーニングクラブ

26

気仙沼ホワイトタイガース
気仙沼ミニバスケットボール少年団

た行

26

ま行

た行
NPO法人 なんでもエンジョイ面瀬クラブ

-

は行
はまらいんやヨガサークル
ベガルタ仙台・市民後援会気仙沼支部

環境・国際協力・人権・地域安全

-

気仙沼2000さくらの会

-

気仙沼大川さくら並木を保全する会

-

NPO法人 森は海の恋人

-

気仙沼市衛生組合連合会気仙沼分会

-

若草クラブ

-

・登録団体の情報は，
市民活動支援センターのホームページからも
ご覧いただけます。
検索 市民活動支援センター👆

www.k-macs.ne.jp/~k-npo
スマホでＱＲコードを読み取ってアクセス
できます！

32

人権・平和・男女共生

市民活動支援センター
ＱＲコード

-

国際協力
32

地域安全
気仙沼市婦人防火クラブ連合会

31

ページ

32

気仙沼市小さな国際大使館日本語教室はまろう会

水梨キッズかふぇ

27

かんきょうネット気仙沼

気仙沼更生保護女性会

31

わ行

環境

三陸EM研究会

ママの心と身体の健康サロン

33
4

まちづくり

一般社団法人

かもみ～る

代表：小原

美佐子

＜設立目的＞
障がいをもった方の就労継続支援B型作業所です。障がい者が地域で暮らすにはまちが元気でなければ暮ら
せません。「まちを元気！」をモットーに地域住民と共に活動しています。
＜活動内容＞
・障がいをもった方への就労支援（カフェスペース運営も含む）
・各種講座、WSの企画実施
・マルシェの企画開催
・各起業家との協働でのカフェスペース運営と販売
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：0226-28-9968（一般社団法人かもみ～る）
E-mail ：chamomile.info@gmail.com
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：facebook「働希舎かもみ～る」
会 員 数：スタッフ6名
活動日：火～土曜日
活動場所：気仙沼市古町三丁目3-8 気仙沼駅前プラザ1階

一般社団法人

障がいをもった方たちの作業所です
が、市民の皆さんお気軽にカフェス
ペースに遊びに来て下さい。

気仙沼まちづくり支援センター

代表：塚本

卓

＜設立目的＞
気仙沼及びその周辺住民が豊かに暮らす為のまちづくり推進と支援事業を行うとともに、住民・NPO・
企業・行政の協働による地域社会づくりに寄与すること。
＜活動内容＞
・住民の地域社会に対する市民活動の支援やネットワーク構築の推進
・市民参加のまちづくりに関する調査・研究等
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：0226-22-3780
E-mail ：kesennuma.machicen@gmail.com
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://kesennuma-machicen.com/
会 員 数：5名（社員数）
活 動 日：月～金曜日8時30分～17時15分
活動場所：気仙沼全域（事務所 上田中）

一般社団法人

お気軽に
お問い合わせ
ください。

復興支援士業ネットワーク

代表：磯脇

賢二

＜設立目的＞
当法人は、東日本大震災をはじめとする、自然災害や大規模な事故の被災者に対し、その生活支援、心理
的・精神的支援及びその他各種の支援活動を行うとともに、被災企業に対する経営支援等の活動を行うこ
とにより、被災地域の復興を支援することを目的とする。
＜活動内容＞
・被災者及び被災企業への役務の提供による支援事業
・被災者及び被災企業に対する電話及び面談による相談事業
・被災地の雇用創出事業
・被災地で活動するボランティアの育成および派遣
・地方公共団体もしくは各種団体との連携による被災者支援事業
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：022-762-8791
E-mail ：contact@fukkou.nows.jp
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://xn--pckwbps6o0cv978arjlvmj87cnvqtn8e.com
会 員 数：
活 動 日：
活動場所：

5

今回の台風19号被害でもいわき、千葉県鋸南町、
大崎市、丸森町、角田市で活動しております。
災害がないのが一番ですが、被災された方々に
常に寄り添い活動をしていきます。

まちづくり
一般社団法人 Nr.12

代表：杉浦

恵一

＜設立目的＞
当たり前の日常の大切さを忘れないように、という想いのもと、気仙沼市の復興に寄与することを目的に
設立しました。
＜活動内容＞
・「ともしびプロジェクト」
・生産、体験ワークショップ、出張など、キャンドル工房の運営
・毎日11日にキャンドルを灯す活動
・キャンドルによるイベントの会場装飾、キャンドルのレンタルなど
・3月11日、南気仙沼での「祈りのともしび」企画、運営
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：0226-25-8044
E-mail ：info@tomoshibi311.com
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://tomoshibi311.com/
会 員 数：120名
活 動 日：10時～17時 定休日水・木曜日
活動場所：気仙沼市南町2-2-25

産地直送気仙沼少女隊

SCK GIRLS

一緒に灯しましょう。
気軽に工房に遊びに来てください。

代表：佐藤

健

＜設立目的＞
東日本大震災で甚大な被害を受けた宮城県気仙沼市に、活気と笑顔を取り戻そうと2011年に結成された
ご当地アイドルユニット。
＜活動内容＞
・地域のお祭り、イベント出演
・全国の復興イベント、アイドルイベント出演
・ラジオ、TVなどメディア出演
・ボランティア活動
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：
E-mail ：shishow@sckgirls.com
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://sckgirls.com
会 員 数：8名
活 動 日：土・日曜日、祝日
活動場所：気仙沼市内、宮城県内、東北各県、東京など

復興をテーマに気仙沼市の今を発信してい
るご当地アイドルグループです。地域のお
祭りから全国のイベントまで出演致します。
お気軽にお問合せください。

MOAひまわり会
＜設立目的＞
WHOが進めている健康都市づくりの趣旨に賛同し、医療法人財団瑞泉会の宮城クリニック東北療院と連携
し、気仙沼市の一人ひとりの心身の健康づくりを願い平成18年に発足。
＜活動内容＞
・ゲートキーパー講座
・面瀬小、松岩小での抹茶の体験学習
・市役所、松岩公民館等への生け花の奉仕
・高松園、夢の森、恵潮苑、みずなしの丘への奉仕活動
・MOA美術館児童作品展
・花のみちでの植栽
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：市民活動支援センター（0226-22-6600内線335）
E-mail ：
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：
会 員 数：47名
活 動 日：特定ではなく、ゲートキーパー年3回、必要となれば随時
活動場所：松岩公民館、MOA健康生活館（古町駅前にあります）

6

心身共に健康なまちづくりへの
奉仕活動です。是非ご参加を

まちづくり

活性化集団‘‘粋’’

代表：鈴木

敦雄

＜設立目的＞
粋な港町「気仙沼市」を昭和時代の歴史と文化とを切り口として、活性化させよう！と市内の事業主等を
中心として設立された団体です。
＜活動内容＞
・震災以前は、市内魚町で昭和のミニ資料館を運営していました。
・震災以前は、昭和の屋台村イベントを内湾地区にて開催していま
した。（リヤカー屋台村）又、市内の美味しいホルモンを集めた
「ホルモン祭り」を開催していました。
・震災以降は、仮設住宅祭り（市内4ヶ所で）や復興凧あげ祭り等を
開催してきました。
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：090-1602-2836（鈴木敦雄）
E-mail ：mc-tube@mail.goo.ne.jp
会 員 数：8名
活動日：

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：
活動場所：

観光ボランティアガイド気仙沼

気仙沼市内の昭和時代の映像（写真
や8m/mビデオ）等がございました
ら、ぜひ拝見させて下さい！

代表：武山

皓吉

＜設立目的＞
全国から来訪する観光客と市民に、市の自然・産業・文化財などを案内し、郷土の観光資源の理解と誇り
を喚起するとともに、市の観光活動に協力、地域振興に寄与する。
＜活動内容＞
・観光客へのガイド（有料）
・観光ポイントへの待機ガイド（ボランティア）
・市観光活動への協力
・会員の研修及び相互親睦
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：0226-22-4560（気仙沼観光コンベンション協会）
E-mail ：
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：
会 員 数：7名
活 動 日：観光客の申込日、待機ガイドは月6～7回
活動場所：魚市場、岩井崎、唐桑、大島、煙雲館、観音寺、徳仙丈他

気仙沼市民憲章推進協議会

市の知られない観光魅力を紹介し
て行きたいと思います。協力して
くださる方の入会を望みます。

代表：吾妻

德克

＜設立目的＞
より豊かな市民性の高揚、活力ある住みよいまちづくりと更なる復興を目指して、市民生活の拠り所と
なる市民憲章の普及推進に取り組んでいます。
＜活動内容＞
・花いっぱい運動
・市民憲章写真コンクール
・市民憲章カレンダーの制作、配布
・各地区部会での市民憲章推進の取り組み
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：0226-22-3409（事務局 市地域づくり推進課）
E-mail ：chiiki@kesennuma.miyagi.jp
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：
会 員 数：役員33名、団体会員24団体、賛助会員26団体
活 動 日：
活動場所：
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市民憲章は平成19年3月に制定さ
れました。各種大会やイベント等
でのご唱和をお願いします。

まちづくり
KSF気仙沼ストリートライブフェスティバル実行委員会

代表：多喜子

＜設立目的＞
市内外・県内外から応募したプロ、アマのミュージシャンの生演奏が街に融けこみ、気仙沼に活気と賑わ
いをもたらし、次代を担う世代とともに街づくり・人づくりの一助を目的とする市民手作りの音楽まつり。
＜活動内容＞
・開催要綱作成（HP）
・スタッフミーティング（開催日、会場、PA、SD、MC決定）
・エントリーバンドの取りまとめ及びバンドミーティング
・屋台テナント募集 ・広告協賛取りまとめ ・プログラム作成
・グッズ制作
・ボランティア募集
・ステージ設営等々
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：0226-24-8711・090-4310-6825（KSF事務局）
E-mail ：info@k-streetlive.com ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://k-streetlive.com
会 員 数：18名
活 動 日：年2回（春4月・秋9月）開催の前後
活動場所：春開催（本吉町）・秋開催（田中前界隈）

音楽を愛し、聴き、奏でることの好きな
市民手作りの野外イベント＝祭りです。
生の演奏をともに堪能しましょう♪

気仙沼中学校35回生卒業生有志と気仙沼の仲間達

代表：畠山

雅枝

＜設立目的＞

東日本大震災チャリティー活動「メッセージ鯉のぼり」で、気仙沼に元気をお届けする。
＜活動内容＞
・賛同者から、白地の鯉のぼりに励ましのメッセージや絵を書いてもらう。

・メッセージ入りの鯉のぼりを気仙沼市内や東京都目黒区などに掲揚する。
・集まったお金は、気仙沼市内の高校生へ夢支援金として寄付をする。
・震災10年目の2020年は、気仙沼市民の方々に「ありがとうのぼり」を描い
てもらい、全国の方々からのこれまでの支援に対し感謝の気持ちを伝える。
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：090-4881-7850（事務局 佐藤悦郎）
E-mail ：satou1967japan@au.com
2020年「メッセージ鯉のぼり」で、
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：『メッセージ鯉のぼり』で検索
全国の方々へ感謝の気持ちを伝え
活 動 日：GW、みなとまつりほか
ましょう！
活動場所：紫神社前商店街、海の市ほか

気仙沼防災教育推進委員会

代表：栗原

誠

＜設立目的＞
「学校と地域が連携した防災教育の推進」をテーマに、防災を軸とした地域の活性化と、持続可能型地域
の形成を目指しています。
＜活動内容＞
・小中学校での防災学習支援
・自主防災組織立上支援
・「津波死ゼロのまちづくり自主防災組織育成・強化事業」受託
・学校と地域のつなぎ
・条南中学校、鹿折中学校の災害公営住宅交流会コーディネート
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：090-5841-8371（栗原誠）
E-mail ：kurihara.bousai@gmail.com
会 員 数：
活動日：
活動場所：

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：
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震災を受けて原状復帰は出来ません。悪く
なるか良くなるかは市民一人ひとりの目標
と努力です。皆で話し合える防災という
ツールを武器に温かい故郷を作りましょう。

まちづくり

気仙沼ライトハウス

代表：モア

キース

＜設立目的＞
みんなのやすらぎと交流の場。行事やボランティア活動を通して、まちづくりへの参加と地域社会への
貢献を促進。
＜活動内容＞
・みんなのおやつタイム（フードバンクを活用した交流と地域づくり
のイベント）
・日々の糧お茶っこ（一人一人のふれあいと絆づくり）
・みんなで食事（BBQなど食事を通しての交流とふれあいづくり）
・ボランティア活動（個人や地域のニーズに応えた助け合い。草刈
畑仕事、災害支援、行事開催のお手伝い等）
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：090-2951-1561
E-mail ：kmooree62@gmail.com
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.kesennumalighthouse.com
会 員 数：8名
活 動 日：月1回
活動場所：自治会館、文化施設、気仙沼ﾗｲﾄﾊｳｽ

高齢者サロンひだまりかふぇ

ボランティア活動を通して、
まちづくりに参加しませんか。

代表：秋山

順子

＜設立目的＞
本会は、地域の高齢者が住み慣れた地域で、健康で自立して暮らし続けられるよう、地域全体で高齢者を
支えるしくみをつくることを目標に活動しています。
＜活動内容＞
・健康相談会
・健康体操
・消費トラブルや防災についての講話
・カラオケ、懐メロを歌う会
・踊りや民謡、邦楽を楽しむ会
・毎回必ずお茶っこ会を入れ、情報交換している。
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：090-7068-6029（秋山）
E-mail ：
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：
会 員 数：25名
活動日：毎月第1、3木曜日
活動場所：水梨文化館

皆さん！お茶っこのみに来て下さい。
待ってま～す！

国際ソロプチミスト気仙沼

代表：堀籠

昭代

＜設立目的＞
女性の国際的ボランティア奉仕組織で、「女性と女児の明かるい未来のために」をテーマとして、地域
社会と世界中から貧困を根絶し生活を向上させるための支援活動を行っている。
＜活動内容＞
・社会福祉法人旭ヶ丘学園への継続支援
・国道45号線花のみちや安波山への植栽活動
・日本北リジョン奉仕活動への協力
・ソロプチミスト日本財団顕彰事業への協力
・市内福祉団体への歳入事業収益金への贈呈
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：市民活動支援センター 0226-22-6600（内線335）
E-mail ：
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：
会 員 数：18名
活 動 日：毎月第1火曜日（理事会） 第3火曜日（例会）
活動場所：気仙沼プラザホテル
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活動に興味がある方のご入会を
お待ちしております！

まちづくり

特定非営利活動法人

ウィメンズアイ

代表：石本

めぐみ

＜設立目的＞
女性が活躍できるしなやかな社会、あらゆる人たちの命・生活・尊厳が守られる社会を創造していくこと
を目的に設立しました。
＜活動内容＞
・女性のエンパワーメント事業(各種講座の企画・運営、女性のしごと
相談窓口）4月より毎月1回第2火曜に気仙沼で相談窓口を開設
・パンと菓子の共同加工場の運営
・地域のつながりを生み出す交流事業（復興公営住宅に出張イベント
などを実施）
・ひころマルシェ実行委員会の事務局
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：0226-25-9517
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://womenseye.net
活 動 日：

認定NPO法人

E-mail ：info@womenseye.net
会 員 数：
活動場所：南三陸町、気仙沼市

気仙沼のみなさん、
ウィメンズアイをよろしくお願いします。

底上げ

代表：矢部

寛明

＜設立目的＞
「できる感覚を、うごく楽しみを、生きる喜びを、すべての若者に」をスローガンに、気仙沼を中心に
全国で若者の主体性、協働性、多様性を育成するために設立された団体です。
＜活動内容＞
・気仙沼の教育魅力化事業
・気仙沼の高校生マイプロジェクトアワード
・SOKOAGE CAMP
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：0226-25-9670
E-mail ：info@sokoage.org
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://sokoage.org
会 員 数：150名
活 動 日：年中無休
活動場所：主には気仙沼、仙台、東京

8のつく日は八瀬の日！

これからも継続的に気仙沼のため
に尽力してまいります！
ご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い
いたします。

共同代表：菊地

隆太郎、佐藤

光彦

＜設立目的＞
八瀬地域にあるものを活かし、日々の生活のなかでの楽しみやワクワクを増やすための土台づくりをした
いと思い、設立しました。
＜活動内容＞
・「八瀬に赤提灯を灯す会」をコンセプトに、毎月8のつく日のいずれかの
日に、八瀬地域内の公会堂を利用し、誰でも参加できる寄り合いを企画
・八瀬の新鮮野菜を持ち寄った鍋を囲む会
・八瀬ワインをたしなむ会
・八瀬そば粉を使用した新商品を考える会
・イベントに出店し、八瀬産野菜などの販売（不定期）
発生した収益は、会の運営費のほか、地域の月立小学校のスクールサポー
トスタッフに寄付するなどの活動も不定期で行っている。
＜団体情報・問合せ先＞
Facebookでイベント情報など、不定
電話番号：090-5186-8625（菊地隆太郎）
期で更新しています。
気温が暖かくなりましたら、八瀬にも、
E-mail ：
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：https://www.facebook.com/yassenohi/
ぜひ遊びにきてください。
会 員 数：35人
活 動 日：
活動場所：八瀬地区
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まちづくり
みやぎ地域づくり団体協議会気仙沼・本吉支部 Riasネットワーク
代表：宮城県気仙沼地方振興事務所地方振興部長
＜設立目的＞
会員相互の連携を図りながら、地域づくり活動に関する情報の収集及び提供を行うとともに、地域づくり
関係団体等相互の交流を促進して、主体的な地域づくりの取組を推進すること。
＜活動内容＞
・地域づくり活動の交流促進に関する事業
・地域づくりに関する情報提供
・地域づくり

＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：0226-24-2593
E-mail ：kstssss@pref.miyagi.lg.jp
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ks-tihouken-e/tiikizukurisibu-main.html
会 員 数：12名
活 動 日：

八瀬・森の学校

代表：吉田

勝彦

＜設立目的＞
八瀬地域の豊かな自然や文化を旧月立小学校の利活用など関連施設を中心に、体験学習、イベントなどの
開催で他地域の人たちとの交流を通じ地域の活性化を図る。
＜活動内容＞
・教育旅行の民泊
・木工や炭火焼き等の農林体験
・そば打ちや蕎麦屋の営業
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：市民活動支援センター 0226-22-6600（内線335）
E-mail ：
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：
会 員 数：30名
活 動 日：不特定
活動場所：蕎麦や体験学習は旧月立小学校
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地元八瀬産の蕎麦を
食べに来てください。

保健・医療・福祉活動

一般社団法人

コ・エル

代表：白木

福次郎

＜設立目的＞
高次脳機能障害や発達障害など様々な生きづらさへの理解と社会参加のあり方、障害福祉ネットワークの
大切さを考え設立。
＜活動内容＞
・就労移行支援、就労定着支援･･･社会人としての自覚、自立のトレーニング
をして就労の実現と職場定着を目指します。
・相談支援‥･福祉サービスを利用するために必要な計画の作成や情報の提供、
助言を行います。
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：0226-25-9123
FAX：0226-25-7518
E-mail ：k.train@seagreen.ocn.ne.jp
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：
会 員 数：6名
活動日：平日9時～18時
活動場所：気仙沼市本郷11-10

「なりたい自分になる」
を応援します！

一般社団法人 ボランティアステーションin気仙沼

代表：菊田

忠衛

＜設立目的＞
地元気仙沼の人たちの「孤立や孤独を防ぎ、安心・安全に暮らせる環境づくり」「地元が地元を支える優
しいまちづくり」を目的に、2011年12月10日に設立しました。
＜活動内容＞
・ミニコミ誌「ペンのとびら」（幸町住宅，鹿折南住宅）
・コミュニケーション麻雀（指導）
・震災遺構伝承館 語り部ガイド
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：080-2831-0133
E-mai ：info@vsa311.com
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://vsk311.com/
会 員 数：
活 動 日：

活動場所：

みなさんで元気に頑張りましょう！

きこいろ 片耳難聴のコミュニティ

代表：岡野

由実

＜設立目的＞
片方の耳は正常で、もう片方の耳に難聴(25ｄB以上)がある「片耳難聴」(医学診断名：一側性難聴）を持
つ人のQOL向上のために、当事者支援や啓発活動などを行う。日本で初めての片耳難聴を持つ人の当事者
組織。
＜活動内容＞
・当事者同士や家族などの交流会
「片耳難聴Cafe」毎月１回、全国各地・オンライン
・当事者や一般向けへの勉強会
「片耳難聴レクチャー」不定期、全国各地
・片耳難聴や聞こえにまつわる情報発信(公式サイト、Twitter)
・一般や関係職種への講演、研修（随時依頼受付）
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：市民活動支援センター（0226-22-6600内線335）
2019年に活動を始めた団体です。1000
E-mai ：kikoiro.com@gmail.com
人に2～3人はいる片耳難聴を持つ人の
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：kikoiro.com Twitter：http://twitter.com/kikoiro
ために、一緒に活動しませんか？
会 員 数：78名
活 動 日：
活動場所：全国各地
-－
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保健・医療・福祉活動

体操

ひだまり

代表：佐藤

八千代

＜設立目的＞
体操を通じ、会員相互の健康管理と活力ある生活が継続出来る環境づくりを目的としています。
＜活動内容＞
・血圧、体重測定 ・リズム体操、ボール遊び
・季節行事開催（七草、ひなまつり、お花見、節句）
・小学校の訪問、介護関係者等の交流
・会館清掃
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：市民活動支援センター 0226-22-6600（内線335）
E-mai ：
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：
会 員 数：10名
活 動 日：毎週木曜日
活動場所：森前林自治会館

特定非営利活動法人

介護予防のための活動をしていま
す。ぜひお気軽にご参加ください。

生活支援プロジェクトK

代表：阿部

正孝

＜設立目的＞
震災から8年間、被災者支援を目的に活動してきたが、現在では子どもから高齢者までが健康で自分らしく
過ごし、互いを認め合い、支えあう社会の実現を目的としている。
＜活動内容＞
・いのちのお話⇒子どもから大人までを対象に、助産師によるいのちの
お話の出前講座
・ママのくつろぎタイム⇒未就学児を持つ母親の健康相談と母親同士
の交流事業
・健康講話、いきいき体操⇒健康に関する講話、脳トレ、体操などの
出前講座
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：090-4076-5071（担当：大森）
E-mail ：ssprojectk@yahoo.co.jp
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：https://seikatsushien-k.jimdofree.com
介護予防のための活動をしています。
会 員 数：44名 活動日：不定期
活動場所：自治会館、公民館等
ぜひお気軽にご参加ください。

特定非営利活動法人

なごみ

代表：理事長

木村

祐二

＜設立目的＞
当法人は、高齢者が身心にどんな障がいがあっても、人間としての尊厳と人権、ノーマライゼーション
（市民的な自由と普通の生活）が保障される、やさしい社会の実現を目指して設立されました。
＜活動内容＞
・認知症高齢者グループホーム等介護サービス事業所の運営
・災害公営住宅内での高齢者相談室の運営（市委託事業、二か所）
・地域包括支援センターの運営（市委託事業）
・認知症キャラバンメイトによる認知症サポーター養成講座の開催
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：0226-23-7531（法人本部事務局）
E-mail ：nagomi2013@jeans.ocn.ne.jp
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://nagomi-poran.sakura.ne.jp/index.html
会 員 数：180名
活 動 日：年中無休
活動場所：各事業所の所在地
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やさしくあたたかい「ぽらんのあ
るくらし」を提供していきます。

保健・医療・福祉活動

特定非営利活動法人 東日本カウンセリングセンター

理事長：吉田

光子

＜設立目的＞
地域社会への貢献を前提とし、震災後の心の復興ために、ボランティア活動を続けて参りました。特に人
の話を大切にしよう。「聴く力」にみがきをかけよう。家族や友人、企業の中で生かせるコミュニケー
ション力をつけよう。
＜活動内容＞
・カウンセリング、カウンセラーの育成
・地域の企業、公的機関，教育機関等へのカウンセラー、講師派遣
・傾聴ボランティア養成講座（気仙沼市）
・ピアカウンセラー養成講座、聴く力をみがこう（仙台市）
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：022-211-9234
E-mail ：mailto@npo-hcc.jp
会 員 数：
活 動 日：

特定非営利活動法人

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://npo-hcc.jp
活動場所：

水梨かふぇ

代表：秋山

順子

＜設立目的＞
障がいのある子どもたちの「楽しい気持ち」や「できる喜び」を大切にした居場所をつくり、社会で生き
ていくための一歩となるような支援をするために設立しました。
＜活動内容＞
・放課後等デイサービス「いっぽ」事業所の運営
①障がいのあるお子さんを放課後等に預かり、家庭へ送り届ける活動
②日中一時支援事業とし、18歳以上の障がいのある方を日中に一時的に
預かり、見守る活動
③医療的ケアが必要なお子さんをお預かりし、ご家族に寄り添った活動
④障がいのあるお子さんの保護者に集まっていただき、お茶を飲みな
がら情報交換や支援相談などをする活動（ママかふぇ）
⑤地域の方々との野菜づくりを通じての交流・連携活動

＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：0226-37-4585
E-mail：mizunashicaffe_ippo@ab.auone-net.jp
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.mizunashi-ippo.com/
会 員 数：10名
活 動 日：平日及び土曜日・祝日（日曜日、年末年始は休業）
活動場所：放課後等デイサービス「いっぽ」市内赤岩四十二80-28

本吉絆つながりたい

皆さんの温かいお気持ちに支えられ
て、子どもたちは安心して過ごして
います。今後もご支援ご協力をよろ
しくお願いいたします。

代表：林

亮子

＜設立目的＞
東日本大震災後、私たちの子どもから笑顔が消えました。子どもたちの笑顔を取り戻したいという思いか
ら、安らぎの場所を作るために立ち上げられた親の会です。
＜活動内容＞
・各種親子行事
・革製品の製作、販売
・えんじぇる通信の発行
・研修会
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：080-5748-4482
E-mail ：motoyoshimamatunagaritai@yahoo.co.jp
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：検索 本吉絆つながりたい👆（メンテナンス中）
会 員 数：25名
活動日：週２～３回
活動場所：本吉町津谷明戸26 小野寺様宅内
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障がい児・障がい者をお持ちのお母
さま、お茶飲みにいらして下さい。

保健・医療・福祉活動

傾聴ボランティア

結和（ゆうわ）

代表：村上

ゆう子

＜設立目的＞
様々な理由から「話したくても話せない」人々が増えていて、心の問題がクローズアップされています。
心に寄り添い、悩みや不安に耳を傾け、安心した生活を送れるよう傾聴活動を行い、社会福祉の増進に寄
与することを目的に設立しました。
＜活動内容＞
・電話、メールでの傾聴⇒月、水、金曜日16時～20時
・面談での傾聴⇒第3水曜日10時～11時30分、18時～19時30分
会場：福祉センターやすらぎ（変更有）
・月に1回 ワークショップ、茶話会の開催
・年に2回 傾聴のスキルアップ研修開催
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：080-5558-5112（村上）
E-mail ：
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：
会 員 数：14名
活動日：
活動場所：上記記載
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一人で悩まないでください。カウンセラーと傾
聴のスキルを学んだ者たちで対応させていただ
きます。守秘義務はお守りいたします。

文化・芸術・社会教育活動

あんばさんに登ろう会

代表：鈴木

敦雄

＜設立目的＞
気仙沼で長年行われてきた、あんば山のお山がけ「あんばはん」の伝統を継承していこうと、山頂及び八
日町の「ドラゴンパーク」を中心に、5月5日にイベントを開催してきました。
＜活動内容＞
・山頂での凧あげ
・ドラゴンパークでの子どもイベント
（震災後、1度開催）
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：090-1602-2836（鈴木敦雄）
E-mail ：mc-tube@mail.goo.ne.jp
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：
会 員 数：10名
活 動 日：
活動場所：

年に一度位はあんばさんにお弁当を
持参して、登ってみるのも楽しいで
すよ！

茶道裏千家淡交会宮城支部気仙沼地区会

会長：鮎貝

文子

＜設立目的＞
会員相互の親睦を図り、各種文化事業への参加、伝統文化「茶道こども教室」の開催等を通じて、茶道の
研鑽、普及に努め、思いやりの心で豊かな人間性を育むことを目的とする。
＜活動内容＞
・年1回定期総会の開催
・市民文化祭への参加、子ども芸術祭への参加
・市民会館まつり、松岩公民館まつり、鹿折公民館まつりへの参加
・伝統文化「茶道こども教室」の通年開催
・小、中学校児童生徒書初め展の添え釜
・市文化財公開デーへの参加
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：0226-23-0708（岩手）
090-5839-5303（畠山）
E-mail ：
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：
会 員 数：
活 動 日：

お茶を飲んで「ほっ」としましょう！
活動場所：

押し花工房はなあーと

代表：千葉

洋子

＜設立目的＞
押し花の素晴らしさ花葉っぱでの作品作り、本物ならではの生命力がある作品の素晴らしさを伝えるこ
とを目的としています。
＜活動内容＞
・押し花の楽しさ素晴らしさを伝え押し花の普及を行う
・老人ホーム（月1回 大船渡）
・押し花教室（月2回 気仙沼、大船渡）
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：090-7064-7588
E-mail ：
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：
会 員 数：12名
活 動 日：不定期
活動場所：気仙沼、大船渡、老人ホーム

会員募集しています。
お気軽にお問合せ下さい。
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文化・芸術・社会教育活動

気仙沼演劇塾うを座

代表：座長

鈴木

恒子

＜設立目的＞
若い世代と大人とが、演劇の感動を分かち合い、芸術の深さに触れ、共に人間として成長し、地域の文化
を積み重ねていく。
＜活動内容＞
・朗読、歌、ダンスのローテーションで演劇の基礎を楽しく学ぶ。
・ラヂオ気仙沼にて「うお座ラヂオ」を配信中。
・定期的にプロの指導者の元、地元スタッフも一緒に稽古。
・毎月の定例会で活動計画や参加してみたいイベントなどの討論
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：070-2433-3431（事務局 千葉）
E-mail ：uoza.1998@gmail.com
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：
会 員 数：約10名
活 動 日：毎週土曜日18時～21時
活動場所：主に松岩公民館（他市内の公民館など）

わざわざ都会に出なくたって、地
元で感動できる舞台を発表したい。

気仙沼市文化協会

代表：齋藤

敏

＜設立目的＞
文化団体の活動を促進し、各団体相互の連絡調整を図ると共に、文化の探求及び、創造を通して、本市
文化の向上発展に寄与することを目的としています。
＜活動内容＞
・定期総会
・6月 移動研修会
・10月～11月 市民文化祭
・10月 みやぎ県民文化祭参加
・12月 宮城県文化協会運営研修会
・1月 新春文化振興懇談会、懇親会
・3月 気仙沼こども芸術祭
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：0226-22-3442（気仙沼市教育委員会
E-mail ：
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：
会 員 数：2050名（70団体2個人）
活動日：
活動場所：

生涯学習課内）
市民文化祭に参加してみませんか？

気仙沼ｼﾞｭﾆｱｼﾞｬｽﾞｵｰｹｽﾄﾗ「スウィングドルフィンズ」

代表：菅野

敏夫

＜設立目的＞
平成5年、公立学校週5日制に伴い、社会の受け皿として、音楽を通じて協調性や主体性を養い、気仙沼を
愛する頼もしい青少年を育成することです。
＜活動内容＞
・ジャズ、ラテン、ロックなどビックバンド形態で演奏
・仙台定禅寺ストリート ジャズフェスティバルへ参加
・定禅寺ストリートフェスティバル ジュニアジャズミーティング参加
・地方青年文化祭わくわくキッズランド他演奏活動
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：090-3753-0163（菅野）
E-mail ：
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://swingdolphims.wixsite.com
会 員 数：16名
活 動 日：毎週日曜日13時～16時
活動場所：水梨コミュニティセンター
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楽器はバンドの所有しているものを
貸し出します。メンバーを常に募集
しています！！！

文化・芸術・社会教育活動

気仙沼ストリングオーケストラ

代表：

＜設立目的＞
気仙沼市に既存していない弦楽器（バイオリン）の普及と定着と音楽文化の向上を目指したい。
＜活動内容＞
・練習日（バイオリンの基礎やアンサンブル練習）
月2回 公民館利用
冬季1～2月は休みの場合もあり
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：0226-22-2255（廣野祐子）
E-mail ：
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：
会 員 数：6名
活 動 日：第2、４日曜日13時～17時
活動場所：主に気仙沼中央公民館会議室又はスタジオ

気仙沼なつメロ歌謡愛好会

見学だけでも受付けております。
事前にご連絡ください。

代表：小山

エツ子

＜設立目的＞
なつメロを古き良き歌を次世代に歌い継ぐとともに、なつメロを愛する人たちになつメロを届け、共に歌
い、共に喜ぶことを主なる目的とする。
＜活動内容＞
・市民文化祭における「なつメロ歌謡祭」の継続
・老人ホーム等への歌声ボランティア
・敬老会へのカラオケの協力（機材等を含む）
・自治会イベントへの協力（カラオケ大会等）
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：0226-24-0872（会長宅）
E-mail ：
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：
会 員 数：35名
活 動 日：定例会第3日曜日他随時
活動場所：主に老人ホーム

気仙沼プレクトラムアンサンブル

昭和初期から50年頃まで、みなさ
んの青春歌を届けます。

代表：小山

信治

＜設立目的＞
1978年に気仙沼プレクトラムアンサンブルとして発足しました。それから40年、会員の入れ替わりがあっ
てもマンドリンの合奏好きの人達が集い今日に至っています。
＜活動内容＞
・1年間に2本の柱（サロン、定期コンサートを毎年開催）
・会員の親睦と演奏の向上のため、夏に1泊2日の合宿を開催
・ボランティア演奏の実施（旭丘学園クリスマス会等参加）
・地域の行事等にできるだけ応えるよう、演奏を行っている
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：090-2982-1719
E-mail ：korotan8855@outlook.jp
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：気仙沼プレクトラムアンサンブル 検索👆
会 員 数：20名
活 動 日：第1,3土曜日・第2,4木曜日
活動場所：主に気仙沼中央公民館、松岩公民館
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皆、社会人なので仕事や家庭を優先。見つけ
た時間に集中し合同演奏しています。
興味のある方は覗きに来てください。

文化・芸術・社会教育活動

気仙沼邦楽と舞踊実行委員会

代表：花柳

麗雪

＜設立目的＞
邦楽と舞踊を体験し、楽しみながら文化に触れてもらうことを目的としています。その中で、「気仙沼音
頭」を子ども達に教え、後世へつなげることも目的としています。
＜活動内容＞
・日本舞踊体験（花柳麗雪・花柳寿美雛・水木史裕）
・お琴体験（宮井加寿子）
・三味線体験（藤本園秀）
・年１回発表会
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：090-1490-5227（事務局 水木史裕）
E-mail ：
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：
会 員 数：5名
活 動 日：隔週土曜日
活動場所：駅前コミュニティセンター、各稽古場

体験したいお子さん募集しています。
お気軽にお問合せ下さい。

茶道表千家梶原社中

代表：梶原

宗恭

＜設立目的＞
おもてなしの心を学び、互いを思いやり、感謝の心を大切にする。茶道文化の伝統継承はもとより、市民
茶会等を通じた、地域文化の向上発展、茶の湯文化の普及に取り組む。
＜活動内容＞
初釜、ひなまつり茶会、利休忌、炉開き、市民茶会
国際文化交流茶会、中国教職員視察団へのおもてなし茶会
気仙沼南ロータリークラブ40周年・50周年記念式典での茶会
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：090-9427-9717（梶原）
E-mail ：
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：
会 員 数：31名
活 動 日：毎週金曜日
活動場所：茶道表千家上田中教室 気仙沼市上田中1-4-12

一期一会、素敵な仲間との出会
いを楽しみにしております。

賛美の外套（さんびのがいとう）

代表：秦野

恵利子

＜設立目的＞
自身のうつからのいやしにより2009年に発足。賛美の力による心と体のいやしの実践。家族の絆と人間関
係の回復と修復による健全な家庭と地域づくりの推進。
＜活動内容＞
・いやしのコンサート開催（ピアノ賛美曲演奏とピアノ弾き語り）
・ゴスペル演歌コンサート（人生の証と聖書のことばを演歌で紹介）
・フードバンク促進活動
（体の食物と共に、「こころの食べ物」を歌でお届け）
・プレイズNight（ワーシップソングと食事を通しての親睦会）
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：090-2982-1561（秦野恵利子）
E-mail ：emoorep@gmail.com
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：www.sanbinogaito.weebly.com
会 員 数：2名
活 動 日：月1～2回
活動場所：文化施設、福祉施設、教会、気仙沼ライトハウス等
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人にできないことが、
神様にはできる（ルカ18:27）

文化・芸術・社会教育活動

フルートアンサンブル

Cidre Bouche （シードル

ブーシェ）

代表：立花

かおる

＜設立目的＞
フルート演奏活動で、音楽の楽しさを伝えると共に、地域のフルート活動を盛んにするための活動（地域
の学生への指導など）を行う。
＜活動内容＞
・年1回のコンサート開催
・他のアンサンブル団体のコンサートに賛助出演
・慰問演奏
・小、中、高校生への演奏指導
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：市民活動支援センター
E-mail ：
会 員 数：5名
活 動 日：不定期
活動場所：個人宅練習室

0226-22-6600（内線335）
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

地道に活動を継続しています。コ
ンサート等見かけましたら、お気
軽にお立ち寄りください。

松風コーラス
＜設立目的＞
本会は、会員相互の協力により、会を運営し、合唱団として、研鑽を積むと共に、親睦を深めることを目
的とし、昭和52年11月に発足。
＜活動内容＞
・市民文化祭コーラスのつどいに参加。
・県北合唱祭への出演。
・市のアマチュアコーラスでの各種事業への協力。
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：市民活動支援センター（0226-22-6600内線335）
E-mail ：
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：
会 員 数：17名
活 動 日：毎週月曜日10時～
活動場所：松岩公民館

楽しい歌の輪への参加お待ちしております！

神輿を担ぐ会弁天連

代表：藤倉

清喜

＜設立目的＞
海の守護神龍神と弁財天を奉斎し港の安全と繁栄を祈願す。『気仙沼みなとまつり』の華として末代まで
港の活力と浜っ子の心意気を伝承し、本来祭りの主役である神輿渡御で正々堂々かつ勇壮なる神輿振りを
具現するものである。1984年設立。
敷居の高い会で
はありません。
震災前は弁天
町・魚市場前の
町内神輿会でし
たが、今は祭り
（神輿）好きが
＜団体情報・問合せ先＞
集まる楽しい神
電話番号：080-2818-4865（藤倉）
輿会です。市外
E-mail ：seiki.f.2011@gmail.com
の神輿祭も一緒
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：bentenren.web.fc2.com
に楽しんでみま
会 員 数：30名
活 動 日：友好団体の祭り日（関東～東北） せんか！

＜活動内容＞
・毎年2月～10月に20回程度、市内外の友好団体神輿渡御に参加し、
会のメイン活動である『気仙沼みなとまつり』神輿渡御において
の協力を求め、友好を深めあう。

活動場所：メイン『気仙沼みなと祭り』
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文化・芸術・社会教育活動

水木流ふみひろ会

代表：水木

史裕

＜設立目的＞
元禄時代より続いている水木流の名に恥じぬように、古典舞踊の難しさ、楽しさを伝えていきたいと
思っています。
＜活動内容＞
・ゆかた会、踊り初め
・市民文化祭参加
・神社奉納舞踊
・こども芸術祭参加
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：090-1490-5227（水木史裕）
E-mail ：
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：
会 員 数：12名
活 動 日：月・火・水・土曜日
活動場所：気仙沼市本郷14-11

会員募集しています。
お気軽にお問合せ下さい。

八日町打ち囃子

代表：鈴木

敦雄

＜設立目的＞
市内商店街活性化の一助にと、商店街応援打ち囃子として30年以上にわたり活動しております。市内のみ
ならず、東京、九州、北海道等よりも参加者がある、オープン参加な団体です。
＜活動内容＞
・気仙沼みなと祭りにおける太鼓の大競演出演
・はまらいんや踊りへの太鼓参加
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：090-1602-2836（鈴木敦雄）
E-mail ：mc-tube@mail.goo.ne.jp
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：
会 員 数：20名
活 動 日：
活動場所：

初心者大歓迎のマルマルな太鼓団体
です。参加希望の方はご連絡下さい。
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地縁団体・その他

浦島地区振興会

代表：尾形

健

＜設立目的＞
平成23年3月の東日本大震災により当浦島地区も大被害を受け、また25年には地区のよりどころでもあっ
た浦島小学校が閉校となるなど諸問題が出てきたのを機に、今後の浦島地区の振興を図るために25年4月
に会を発足した。
＜活動内容＞
・旧浦島小学校内外の環境整備（校舎内清掃・樹木の剪定作業など）
・地区民大運動会
・グラウンドゴルフ大会
・鹿折地区民運動会参加
・新春ボウリング大会
・新年会
・他団体の地区外団体との交流会へ協力
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：0226-23-5070（事務局 尾形光三郎）
E-mail ：
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：
会 員 数：地区民約140戸
活 動 日：
活動場所：旧浦島小学校

小さな組織ですが、みなさんぜひ
応援よろしくお願いします！

大谷里海づくり検討委員会

代表：村田

興

＜設立目的＞
大谷地区振興会連絡協議会と協力し、大谷地区の復旧・復興・発展に向け、自然と調和したまちづくりを
推進することを目的とします。
＜活動内容＞
・大谷海岸周辺の整備計画に関する活動
・大海浜植物のレスキュー活動
・婚活事業
・学校の統廃合に関わる活動
・砂の造形大会のサポート
・その他大谷地区のまちづくりに関する活動
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：090-8782-8047（事務局 三浦）
E-mail ：ohyamachidukuri@gmail.com
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://ohyakaigan.com/
会 員 数：31名
活 動 日：適宜
活動場所：大谷地区

地元の人々が愛する「大谷海岸」は、
市全体の財産。皆さん、
ぜひ新たな大谷海岸に会いに来てください。

面瀬地区まちづくり協議会

代表：藤田

正人

＜設立目的＞
住宅地として発展してきた面瀬地区をさらに住みやすい地域にするため、震災を契機として住民主体の
まちづくりを進めることを目的に設立しました。
＜活動内容＞
・「場づくり」住民が集まる機会や場をつくっています。
・「尾崎防災公園プロジェクトチームの発足」
・「面瀬みらい新聞」を毎月発行し、面瀬地区の各世帯に配布して
います。
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：0226-24-9393（面瀬公民館内 地域活性化支援員
E-mail ：omose.machikyo@gmail.com
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：
会 員 数：役員15名
活 動 日：
活動場所：面瀬地区
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齋藤）
「面瀬地区でこんなことをしてみた
い」という人や団体を応援します。
気軽にお声がけ下さい。

地縁団体・その他

唐桑町まちづくり協議会

代表：戸羽

芳文

＜設立目的＞
『唐桑の歴史と伝統を大切にし、郷土の美しさと豊かさを次世代につなぐこと』を目的としています。
＜活動内容＞
８つのプロジェクトチームがチームごとに、様々な分野でまち
づくり活動をしています（以下例）
・地域協育：空き家を改修し、唐桑の小・中高生の学びの拠点
「はやまのふもと」を運営
・地域交通：唐桑地域の交通弱者、買い物難民問題解決のため
地域にあった交通のあり方を検討
・地産地消：唐桑における「食の地産地消」を目指し、地元直
売所活性化やマルシェを開催
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：0226-32-4520（事務局 西川）
E-mail ：kara.machi.12@gmail.com
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：
唐桑が好きな若者中心にわいわいやっ
会 員 数：40名
活動日：月～金曜日
てます！いつでもだれでもどうぞ＊
活動場所：事務局 唐桑総合支所総務企画課内

鹿折まちづくり協議会

代表：熊谷

英明

＜設立目的＞
鹿折まちづくり協議会は、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ました。
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。
＜活動内容＞
・週1回の会合の実施
・まちづくりに関する調査や事業の実施
・盆踊り大会の運営
・その他地域行事への協力
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：080-4510-3395（事務局）
E-mail ：shishiori16@gmail.com
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：https://www.facebook.com/shishiorimachikyo
会 員 数：27名（役員・顧問）
活動日：毎週火曜日午後7時～
活動場所：市民福祉センター「やすらぎ」研修室ほか

条南地区振興協議会

鹿折まちづくり協議会は、みんなの意見に耳
を傾けることを大事にしています。誰でも参
加できる会合を定期的に開いていますので、
興味のある方はぜひ会合にお越しください。

代表：会長

佐藤

優

＜設立目的＞
条南地区振興協議会は地域の課題解決を図り、豊で住みよい地域づくりに寄与する。
＜活動内容＞
・東日本大震災からの地域の復旧・復興とまちづくりに関すること
・地域の課題に基づく調査、研究並びにその解決に関すること
・地域振興のための課題学習の開催に関すること
・各種団体との連携並びに情報交換に関すること
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：080-9331-9748
E-mail ：jyounanshinkou@aj.wakwak.com
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：Facebook、Twitter（どちらも条南地区振興協議会）
会 員 数：29名（28名＋地域活性化支援員1名）
活 動 日：月～金曜日（祝祭日、その他を除く）
活動場所：気仙沼中央公民館条南分館内
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条南地区振興協議会は条南地区の課題を解
決できるように日々取り組んでおります。
また地域のイベントや行事の紹介も行って
いますので情報をお寄せください。

地縁団体・その他

階上地域まちづくり振興協議会

代表：畠山

光夫

＜設立目的＞
住民の積極的な参加のもとに構成団体等の協力を得て、生活、福祉、防災、教育、産業、都市基盤、交通
など地域全般にわたるグランドデザインやビジョンの構想等課題解決に向けて取り組み、潤いと活気のあ
る地域づくりのため。
＜活動内容＞
・地域課題の解決に向けた取り組み等
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：090-8256-9799（事務局 熊谷 心）
E-mail ：hashikamimachikyo@gmail.com
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：hashikami-machikyo.jp
会 員 数：38団体
活 動 日：月～金曜日
活動場所：市内階上地区
事務局：階上公民館内

24

より良い階上地区を目指して，共に盛
り上げていきましょう！！

スポーツ振興
気仙沼☆イーグルスファンの会

代表：田口

一之

＜設立目的＞
楽天イーグルスが地元宮城に誕生した翌年、イーグルスが大好きな仲間が集まり「この気仙沼からイーグ
ルスを盛り上げよう！そして仲間と共に喜びと感動を共有しよう！」ということを目的に発足しました。
＜活動内容＞
・年4回の楽天生命パーク宮城 応援バスツアー
・南三陸町平成の森しおかぜ球場での二軍戦の応援
・気仙沼みなとまつり「はまらいんや踊り」への参加
・会員親睦のソフトボール大会やボウリング大会など
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：0226-22-0676（田口一之）
E-mail ：
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：
会 員 数：98名
活 動 日：
活動場所：楽天生命パーク宮城など

楽しい仲間が世代や職種を超えて、ワイワイ
やりながら気仙沼からイーグルスを応援して
います。興味を持たれた方は、楽しいバスツ
アーにぜひ一度ご参加ください。

気仙沼市バスケットボール協会

会長：榧木

喜一

＜設立目的＞
市内のバスケットボール愛好者の親睦融和を図るとともに、気仙沼本吉地方におけるバスケットボールの
振興発展と、幅広い底辺の拡大を図る。
＜活動内容＞
会長杯争奪社会人大会（春と秋）
会長杯争奪中高生大会（2月）
小学生対象教室（毎月１～２回）
3×３KNLナイトリーグ
その他
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：090-4318-7076（佐藤克美）
E-mail ：ktm.nsxg94@gmail.com
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：kesennuma-basketball-team.jimdofree.com
会 員 数：70名
活 動 日：木曜日中心に週１回
活動場所：松岩中学校体育館など

気仙沼市ソフトテニス協会

転勤族の方も大歓迎ですので
まずは，メールください！

代表：佐藤

忠文

＜設立目的＞
気仙沼地域におけるソフトテニスの普及・復興及び会員相互の親睦を図ることを目的として、2019年3月
6日に設立した社会教育団体です。
＜活動内容＞
・気仙沼本吉地方中学生ソフトテニス大会
・市民ソフトテニス大会
・インドアソフトテニス大会
・定期練習会
・指導者派遣（スポーツ少年団）
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：0226-42-4531（大内正人）
E-mail ：
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：
会員数：40名
活 動 日：練習日（毎週水・日曜日）、大会（年数回）
活動場所：水曜日 津谷中学校体育館
日曜日 大曲コミュニティセンターテニスコート
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初心者歓迎します！！
気軽にご参加下さい！！

スポーツ振興

気仙沼ホワイトタイガース

代表：大槻

秀樹

＜設立目的＞
気仙沼市からソフトボールの灯を消さないために結成された小学生・中学生のソフトボールクラブチーム
です。たくさんの仲間を作って、みんなで全国大会出場を目指して、頑張りましょう！
＜活動内容＞
・ソフトボールの練習
・各種大会への出場
・他団体との交流
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：090-1496-6413（大槻秀樹）
E-mail ：hideki@baliisland.co.jp
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://kesennuma-white-tigers.jimdo.com
会 員 数：20名
活 動 日：土・日曜日
活動場所：鹿折小または気仙沼小

ぜひ遊びに来てください！
いつでも大歓迎です。

気仙沼本吉サーフィンクラブ

代表：及川

伸

＜設立目的＞
サーフィンを通じて健康な身体の育成と親睦を図る。ビーチクリーンを通じて海の安全を守り、啓蒙活動
に努める。地域の活性化、相互協力、サーフィンの普及を考える。
＜活動内容＞
・ビーチクリーン（毎年5月、7月、9月の他にも随時開催）
・気仙沼市長杯本吉サーフィンコンテストの開催（毎年10月第1日曜）
・登米沢、小泉、大谷のトイレ清掃（大谷は休止）
・海水浴期間のライフセービングボランティア活動
・定例総会（毎年8月最終日曜日）
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：0226-42-2983（事務所 かぶとむしsurfshop）
E-mail ：mushi5b@yahoo.co.jp
会 員 数：86名
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://surf-kabutomushi.kitakamicity.com 活 動 日：随時
活動場所：登米沢・小泉・大谷海岸、津谷大沢漁港脇、お伊勢浜

気仙沼モーニングクラブ

気仙沼の海にふれあう機会を！！

代表：尾形

公

＜設立目的＞
早起きをモットーにし、自主トレーニングにより心身を鍛え、家庭の幸せと、会員相互の親睦を図る。
＜活動内容＞
・総会マラソン（6月）
・海浜マラソン（9月）
・月立駅伝競走（11月）
・納会マラソン（12月）
・交通安全祈願・元旦走り初め（3社参拝）
・大船渡駅伝競走（1月）
・新春懇親会（2月）
・つばきマラソン等の各地のマラソン大会参加
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：0226-23-0912（尾形公）
E-mail ：
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：
会 員 数：50名
活 動 日：毎日 朝自主トレ
活動場所：校庭、ロード
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走り好きな人の集まりです。
20才から87才まで会員です。

スポーツ振興

ベガルタ仙台・市民後援会 気仙沼支部

代表：佐藤

貴大

＜設立目的＞
ベガルタ仙台が世界に誇れるクラブチームになれるように応援し、ベガルタ仙台、気仙沼の魅力を多方面に
発信して気仙沼地域の活性のお手伝いが出来ればと思い、設立致しました。
＜活動内容＞
・観戦バスツアーの開催
・ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾋﾞｭｰｲﾝｸﾞの開催（会場は主に田中前所在の飲食店 ｼｬﾝﾌﾞﾙ）
・気仙沼みなとまつり会場にてﾍﾞｶﾞﾙﾀ仙台ｵﾌｨｼｬﾙｸﾞｯｽﾞの委託販売出店
・ﾍﾞｶﾞﾙﾀ仙台主催の気仙沼市内でのｲﾍﾞﾝﾄ（ｻｯｶｰ教室など）のｻﾎﾟｰﾄ
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：090-7338-4765（事務局 熊谷尚一郎）
E-mail ：vegalta.kesensibu@gmail.com
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：TwitterID V_kesennuma
会 員 数：30名
活 動 日：ベガルタ仙台の試合開催日及び不定期の週末
活動場所：シャンブル（市内田中前）、ユアテックスタジアム仙台
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ベガルタ仙台に興味のある方もそ
うでない方もアテンドしますので、
一緒に試合を観に行きましょう！

子どもの健全育成

一般社団法人

気仙沼あそびーばーの会

代表：鈴木

美和子

＜設立目的＞
「遊びを通じた子どもの心のケア」を目的に設立。
＜活動内容＞
・常設の遊び場「気仙沼あそびーばー」
・出前遊び場
・遊び場農園「びーばーアグリ」
・子ども食堂「ほしぞら食堂」(月1回)「未来食堂」(土・日不定期)
・「匠な なすびの会」の活動サポート
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：0226-48-5564
E-mail ：asobi-ba@hotmail.co.jp
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：https://asobi-ba.wixsite.com
会 員 数：68名
活 動 日：水～日曜日10時～17時（季節毎に変動あり）
活動場所：気仙沼市本吉町洞沢133

一般社団法人

フリースペースつなぎ

みんなが集まる「心の居場所」
あそびーばー。ぜひおいでください。

代表：中村

みちよ

＜設立目的＞
不登校の子ども・ひきこもりの若者、ならびにその親を含め、生きづらさを抱える人々が安心できる居場
所作りを目指し設立。
＜活動内容＞
・不登校、ひきこもりの若者が集うフリースペース事業
・不登校を考える親の会の開催
・講演会、シンポジウムの開催
・不登校、引きこもりで悩む方、家族の相談事業
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：0226-28-9181
E-mail ：space.tsunagi@gmail.com
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：https://space-tsunagi.com
会 員 数：13名
活 動 日：月～金曜日
活動場所：つなぎハウス（気仙沼市赤岩泥ノ木19-1）

一般社団法人

プレーワーカーズ

ひとりで悩まずお気軽にご相談
ください。お待ちしております。

代表：須永

力

＜設立目的＞
子どもの遊び場づくり事業、子どもに関わる相談・支援事業、子どもの遊びに関わる専門職の育成事業を
行うことを主たる目的として設立しました。
＜活動内容＞
・古民家を開放した子どもの遊び場、居場所運営
・移動型遊び場（プレーカー）によるイベント出張
・プレイワークに関する研修及び講師派遣
・園庭等の遊具づくり
・市民による遊び場づくりの応援
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：022-397-7507（廣川）
E-mail ：info@playworkers.org ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://playworkers.org/
会 員 数：15名
活動日：土・日曜日（月8日間）10時～18時
活動場所：プレーパークけせんぬま
その他依頼に応じて活動。気仙沼市外の活動はお問い合せ下さい。
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みなさんの周りの子どもは毎日豊かに
遊べていますか？私たちは子どもが遊
び育つ社会を目指して活動しています。

子どもの健全育成

おはなしサークル

たんたん

代表：鈴木

夕佳

＜設立目的＞
テレビではなく、直にふれあいながら子どもたちに『おはなし』の楽しさを伝えたいと設立しました。
最近は気仙沼の方言も伝えていきたいと取り入れています。手作りの人形や、オリジナルパフォーマンス
で読み聞かせや手遊び、人形劇などの公演を行っています。
＜活動内容＞
・人形劇やパフォーマンスの制作、練習、収録
・イベント、保育所、施設等での公演
・リアス・アーク美術館 方舟祭参加
・ラヂオ気仙沼『たんたんのおはなし劇場』隔週放送
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：市民活動支援センター 0226-22-6600（内線335）
E-mail ：
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：
会 員 数：7名
活 動 日：第2、4木曜日10時～12時 他不定期
活動場所：気仙沼児童センターまなびのへや

けせんぬま

森のおさんぽ会

仕事や子育て、介護など忙しい合間を
ぬっての活動ですが、観てくれる、聴
いてくれるかたの笑顔にパワーをも
らっています。一緒に活動してくれる
メンバー大募集です。

代表：赤畑

綾子・杉浦

美里

＜設立目的＞
気仙沼の地域資源を生かし自然の中で、わが子よその子関係なく、みんなで見守る子育てをし、子どもの
主体性を育むことを目的として活動を開始しました。
＜活動内容＞
・気仙沼の自然の中で乳幼児親子中心に月2回程度おさんぽ活動して
います
・森の中をおさんぽしたり、野外炊飯したりします
・子育て関連の各種講演会や他子育て団体と一緒にイベントを開催
しています
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：080-6926-1315（杉浦） E-mail：k.morisanpo@gmail.com
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：https://m.facebook.com/.k.morisanpo/
会 員 数：25名（メール会員80名）
活 動 日：月2回程度
活動場所：気仙沼周辺の森、里山、川、海など

こども・わらずキャンプ楽会

多様な自然がある気仙沼で
スローな子育てしてみませんか？

代表：渡辺

和浩

＜設立目的＞
気仙沼の子どもたちに、自然の中での心身の開放、夢の実現や創造的な取組を実践する大人との出会いを提供。今の気仙沼にない
物・環境も自分で作ってゆけると思う心、自分がやりたい・素敵と思うことを見つけ実践する力の大切さを伝える。
＜活動内容＞
・関東近郊の自然豊かでﾕﾆｰｸな会場（ﾂﾘｰﾊｳｽのｷｬﾝﾌﾟ場、山地酪農の牧場、豊かな海の
国定公園等）で、宿泊ｷｬﾝﾌﾟを年3回（夏・冬・春休み）開催。
・ﾂﾘｰﾊｳｽ作り、ﾃｨﾋﾟﾃﾝﾄ作り、酪農体験、海釣り・ｼｭﾉｰｹﾘﾝｸﾞ等、会場の特色を生かした
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを行う。
・自然素材での物作り、直火調理での食事作りを通じ『自分で作る力』と『他者と協働
する楽しさ』を伝える。
・参加したいﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑは子ども自身が決める、『自分で考え、決める』力を育むｷｬﾝﾌﾟ
運営
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：080-5389-2888（渡辺和浩）
E-mail ：info@codomocamp.com
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://codomocamp.com/
会 員 数：30名
活 動 日：毎年8月上～中旬/12月下旬/3月下旬
活動場所：千葉県館山市・南房総市 東京都奥多摩町 山梨県丹波山村 栃木県那須町等
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当会のスタッフの中心メンバーは、東日本大震災
後から気仙沼市で長期間ボランティア活動を行っ
ていました。2011年夏に設立し、10年目を迎え
ます。小・中学生の参加者だけでなく、高校生、
大学生、社会人のボランティアスタッフも随時募
集中です。是非ご一緒に活動に参加してください。

子どもの健全育成

特定非営利活動法人

浜わらす

代表：笠原

一城

＜設立目的＞
津波がきたまちで、再び海と関わり、浜の暮らしに誇りを持つきっかけをつくりたいと思い、活動を開始し
ました。将来この地域で育っていく子ども達が、自らの暮らしを考え、本当の豊かな暮らしを実現できるため
にサポートする団体です。浜わらすは、東北の方言で「浜の子ども」を意味します。
＜活動内容＞
・自然体験事業
・多世代交流事業
・地域資源を活用したまちづくりを推進する事業
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：0226-25-7701（特定非営利活動法人 浜わらす）
E-mail ：info@hamawarasu.org
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://hamawarasu.org/
会 員 数：30名
活 動 日：土・日曜日、長期休暇
活動場所：気仙沼市本吉町大森8番地3

特定非営利活動法人

ピースジャム

大人も子どもも海のある暮らしを
楽しもう！あつまれ、はまわらす～！

代表：佐藤

賢

＜設立目的＞
乳児、幼児及びその母親に対して、子どもの健全育成を図る活動に関する事業を行い、子どもたちの健康や安全及び
母親の安定した収入確保や復興の増進に寄与することを目的に設立。
＜活動内容＞
・育児期の就労サポート（子連れでの雇用支援）
・未就学児童と親を対象とした災害時の物資支援（全国対象）
・親子向けのイベント開催（不定期開催）
・ツリーハウス、遊具広場、キッズスペースの一般開放
（キッズスペースは工房営業時のみ）
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：0226-29-6583（NPO法人ピースジャム事務局）
E-mail ：info@peace-jam.org
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://peace-jam.org
会 員 数：43名
活 動 日：平日営業時間10時～17時 休み（土・日・祝日）
活動場所：ピースジャム工房（気仙沼市落合254-1）

特定非営利活動法人 ミヤギユースセンター

いつでも遊びに来てください！
視察も大歓迎です！

代表：土佐

昭一郎

＜設立目的＞
やむを得ず不登校になった者、高校中退した者を対象に高校卒業のための学習サポートと個人の自己実現の支援を個別
に行う。また、セミナーの開催や進学及び就労等の情報提供と相談を行う。
＜活動内容＞
・中・高不登校生の個別による学習サポートと心のケア
・高校中退者等への個別による高校卒業及び高卒認定試験の合格の支援
・引きこもり、軽度の発達障がい等への個別による就労及び進学の支援
・退職者等への学び直しと就労支援。セミナーの開催と進学及び就労等の
情報提供、相談
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：022-256-7977
E-mail ：miyagi_yc@ybb.ne.jp
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.miyagiyouht.npo-jp.net/
会 員 数：団体正会員 12名（利用者年間20名から30名）
活 動 日：月～金曜日 10時～17時自由登校制 土・日曜日不定期
活動場所：仙台市宮城野区榴岡2-2-8-203 仙台駅東口徒歩5分
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希望を持って前へ未来を創造する
お手伝いをします。

子どもの健全育成

ドリームキャンプ実行委員会

代表：奥原

幹雄

＜設立目的＞
気仙沼の子供たちの心のケアと健全な育成、地域コミュニティの活性化、人と人との交流や支え合いを実
現し、住みよい地域社会の環境向上に寄与することを目的としています。
＜活動内容＞
・ドリームキャンプ（年1回のサマーキャンプ 対象：小中学生）
・ドリームキャンプこども食堂（月1回第3又は4土曜日）
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：090-7426-3413（奥原）
E-mail ：mikiox1975@gmail.com
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.dreamcamps.info/
会 員 数：
活動日・場所：ドリームキャンプ（7月下旬） 気仙沼大島
こども食堂毎月第３又は第4土曜日 南町1-2-15

ママの心と身体の健康サロン

ボランティアスタッフを募集しており
ます。ご興味のある方は，お気軽にご
連絡ください。

代表：齊藤

和恵

＜設立目的＞
親子で気軽に集まり「生活に役立つ学びの場」と「子どもは楽しく遊び、ママはリフレッシュできる場」
を作ることを目的に設立しました。
＜活動内容＞
・ママたち、子どもたちの「やりたい！学びたい！」を形にするため
のサロン活動や講習の実施
・気仙沼地域で暮らす人との交流と居場所づくり
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：080-1827-8641（齊藤和恵）
E-mail ：mama.kenkousaron@gmail.com
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：
会 員 数：5名 イベント毎に参加者を募っています。
活 動 日：不定期
活動場所：気仙沼市

水梨キッズかふぇ

ママが楽しむことで子の心が豊かになり、
子が楽しむことでママも笑顔になります。
ママに限らずどなたでも大歓迎です。
ぜひ遊びにいらしてくださいね。

代表：秋山

順子

＜設立目的＞
子どもの遊び場、寺子屋、イベント、子ども食堂を通して居場所づくりを提供し、地域とのつながりの中
で、自主性や社会性、創造性を培い、子どもの自立する力を応援します。
＜活動内容＞
・季節の遊び、寺子屋、イベント、子ども食堂
・毎月定期的に運営会議を開催し、イベントの内容を決定する
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：090-7068-6029
E-mail ：junzen3255@yahoo.co.jp
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：
会 員 数：35名
活 動 日：毎月第4土曜日 10時～14時
活動場所：水梨地区（水梨小学校）

大人も子どもも楽しく遊ぼう！
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かんきょうネット気仙沼

代表：足利

英紀

＜設立目的＞
海の浄化を目指し、理念の実現。その為に有用微生物群活用で三陸EM研究会共催で活動。汚染原因の一つ
の要因は化学物質、その軽減を図り活動を楽しく推進する。
＜活動内容＞
・家庭の生ごみを有機肥料に変え、プランターで花菜園づくり等
・天ぷら油を活用した廃油石けんづくり
・海の残渣等活用した野菜づくり等
・米のとぎ汁、サイカチを活用した洗剤がわりの発酵液づくり
・家の周りの環境づくりとして側溝、汚水等、「力」の発生を抑える
衛生対策
・ありとあらゆる環境浄化
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：090-7935-9042（足利）
会 員 数：不特定多数
活 動 日：随時
活動場所：EMエコショップ内

E-mail ：

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：
環境でお悩みの方、有用微生物群におまか
せ、すべて解決！先が〈明るく、楽しく、
前向き〉に ゴー！

三陸EM研究会

代表：足利

英紀

＜設立目的＞
有用微生物群（EM）活用、実践の技術指導。時代と共に変化する環境に研究成果をセミナー参加者に発表。
一人一人が楽しく、明るく前向きに活用することを目的とした団体。
＜活動内容＞
・生ごみ減量化推進
・環境学習の推進
・廃油石けんづくり
・EM泥団子づくり（川や池の浄化）
・化学洗剤不使用の洗濯推進
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：0226-24-2142（FAX兼 足利英紀）
E-mail ：
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：
会 員 数：20名位
活 動 日：不定期
活動場所：随時

身近な問題を微生物は解決します。
笑い声、楽しい雰囲気を好みます。
その一例が「EMみそづくり」です。

気仙沼市小さな国際大使館 日本語教室「はまろう会」

代表：加藤

俊之

＜設立目的＞
気仙沼市在住外国人のための日本語教室を行っています。また、それぞれの国の文化を互いに学びつつ、
交流と理解を深めることも目的とし、活動を行っています。
＜活動内容＞
・日本語教室

毎週木曜日の午後（市主催教室への協力）
第2、第4日曜日の午前
・各国の料理教室、芋煮会、レク、お茶やお花の会など（不定期）
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：0226-23-8358（加藤俊之）
E-mail ：k-michi@titan.ocn.ne.jp
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：
会 員 数：13名（日本語ボランティア講師の人数）
活 動 日：毎週木曜日 13時30分～15時30分
活動場所：ワン・テンビル、中央公民館
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まずはこちらから、外国の方に
話しかけてみましょう。

環境・国際協力・人権・地域安全

気仙沼市婦人防火クラブ連合会

代表：会長

齋藤

明美

＜設立目的＞
「家庭や地域から火事を出さない」という基本概念に基づき、安心・安全な家庭と地域を築く為、地域
住民への火災予防思想の普及啓発を図ることを目的として設立されました。
＜活動内容＞
・軽可搬ポンプ等を使用した初期消火活動及び訓練
・防火、防災、救急講習会
・火災予防運動、防火パレード
・消防出初式の参加
・防火訪問
＜団体情報・問合せ先＞
電話番号：0226-22-6687（事務局）
E-mail ：
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：
会 員 数：1,256名
活 動 日：年間を通して
活動場所：気仙沼市
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火災の無い安心・安全な街づくり
を目指しましょう！！

気仙沼市民活動支援センターについて
センターではこんな支援をしています！
▽市民活動・ＮＰＯの運営の相談
▽ＮＰＯ法人化についての相談
▽市民活動・ＮＰＯの情報提供
▽団体活動やイベントのＰＲ支援
▽各種講座・イベントの企画実施

助成金情報の提供

各種講座の開催

補助金や助成金情報を提供しています。

市民活動を支援する講座を開催しています。

申請に関するご相談も可能です。

団体の運営に必要となる学びと参加者同士

（毎月１日に発行）

の情報共有、交流の場にもなっています。

市民活動支援センターへの登録をお願いします！
市民活動支援センターを利用するには事前の登録が必要です。（登録料無料）
現在市民活動している団体、これから活動を始めようとしている団体、個人であれば申請できます。
（営利目的の活動、政治、宗教活動はのぞきます。）

利用登録について
申請用紙：市民活動支援センター窓口（地域づくり推進課）
センターホームページよりダウンロード可能

登録団体になると利用できます
▶簡易印刷機の利用・・・・・1ページ（製版）500枚まで100円（用紙はご持参ください）
▶コピー機の利用・・・・・1枚10円（用紙不要）
▶市民活動・ＮＰＯ情報誌の購読郵送サービス・・・100円/月
▶気仙沼市民活動支援センター情報誌「まちつう」などへの掲載

次のページ参照

ＰＲ支援の一例
まちづくり通信

広報けせんぬま

登録団体の活動の様子や

登録団体紹介コーナーへ掲載（偶数月）

イベント情報等の発信（毎月１日発行）

ｖ

市民支援活動センターホームページ
登録団体一覧
まちつう
助成金情報 等の掲載

検索

気仙沼市民活動支援センター

QRコードを読み
取ってサイトに
アクセスしてく
ださい

東北電力ふれあいギャラリー展示

東北電力気仙沼営業所様
ショーウインドーでの団体活動の展示
団体の活動の様子を展示することがで
きます。イベントなどの写真、製作し
た作品、1か月程展示し市民の皆さん
にご覧いただいています。

お問合せ・ご相談は

市民活動支援センター
ＱＲコード

気仙沼市民活動支援センター
〒988-8501
宮城県気仙沼市八日町一丁目1番10号
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
HP：http://www.k-macs.ne.jp/~k-npo/

