
「まちづくり通信」令和4年7月号（151号）

【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

第25回「水梨キッズかふぇ ～大人も子どもも楽しく遊ぼう～」開催！

6月26日(日)、旧水梨小学校にて『水梨キッズかふぇ』が開催されました。
子どもたちの居場所づくりと、地域の方々の世代間交流を目的に、自治会や民生委員のほか、地域住民の方

【お問合せ】水梨キッズかふぇ
TEL：090-7068-6029（秋山）
H P：http://www.mizunashi-ippo.com/kids/index.html

々の協力をいただきながら開催しています。
以前は、月1回の開催でしたが、新型コロナの影響で活動自粛期間が続

き、今回約半年ぶりの開催となりました。
地域の皆さんによるバザーや、畑で採れた無農薬野菜の販売のほか、会

員による絵本の読み聞かせ、楽器の演奏体験が行われ、参加者が会話を弾
ませていました。
また、体育館に設けられたキッズスペースのほか、外ではシャボン玉、

水鉄砲遊びなども行われ、子どもたちが思いっきり体を動かし楽しそうに
遊ぶ姿も見られました。

代表の秋山さんは、「『水梨キッズかふぇ』の開催に向けて、地域の方々が自分の畑で無農薬野菜を作り、
それを各自が持ち寄り販売することで、住民同士の交流や、生きがいづくりに繋がっています。回数を重ねて
いくごとに、協力してくれる方も増えてきました。また、家の中にいることが多くなった子どもたちが、友だ
ちと走り回ったり、大きな声を出して笑ったりと、外で思いっきり遊べる機会になって欲しい。今後も活動を
継続して行きます。」と話されていました。
次回は、7月24日（日）同会場で開催予定です。

是非皆さん足を運んでみて下さい。

住民によるバザー

絵本の読み聞かせ水鉄砲遊び無農薬野菜の販売

多機能型事業所いっぽの
利用者の作品販売

主催：水梨キッズかふぇ
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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

主催：一般社団法人茶道裏千家淡交会宮城支部気仙沼地区会

令和4年度「伝統文化茶道こども教室」開催！

【お問合せ】
一般社団法人茶道裏千家淡交会
宮城支部気仙沼地区会
TEL：090-5839-5303（畠山）

6月18日(土)、松岩公民館の和室にて、令和4年度「伝統文化茶道
こども教室」が開催されました。
これは、日本の伝統文化である「茶道」の伝承と、稽古を通して

挨拶や思いやりの心を育むことを目的としたもので、茶道裏千家淡
交会宮城支部気仙沼地区会の会員が講師となり、来年3月まで月1回
開催されるものです。
初日は、開講式と第一回目の講座が行われ、市内の小学2年生か

ら中学生までの14名が参加しました。
開講式では、会長の鮎貝さんより「楽しく学んでいきましょう」

と挨拶があり、その後、会員の指導の下、子どもたちは、茶道を始

子でした。
今後は、松岩教室・鹿折教室に分かれ、8月に行われる予定

の「こども芸術祭」に向けた練習の他、和菓子作りや煙雲館で
のミニ茶会等を行っていくとのことです。
会員の畠山さんは、「講座の中で子どもたちが挨拶などを学

びながら、精神的な面でも成長につながれば」と話されていま
した。

めるにあたり、基礎となる挨拶や立ち居振る舞の所作、扇子の使い方や、袱紗のたたみ方などを学び、最後に
和菓子の食べ方、お茶のたて方などを体験しました。みんな、初めての茶道を緊張しながらも楽しんでいる様

お茶の飲み方の指導

お茶のたて方の指導

ふくさ

『体操ひだまり』は、旧長磯前林地区仮設住宅のみなさんが、
運動不足の解消と介護予防や認知症予防を目的に、仮設住宅の集
会所で活動していた団体ですが、住宅再建が進み仮設住宅が解体
され、住民がそれぞれの地域に戻られたあとは、有志により森前
林自治会館を会場に活動を継続してきました。

取材に伺った日は、7名の会員が参加し、コロナ感染症対策や、
血圧・脈拍などの健康チェックの後、輪になってラジオ体操を行
なっていました。第1・第2で曲げる・ねじる・伸ばす・ジャンプす
るなど全身をまんべんなく動かし、続けてリズミカルな音楽に合わ
せ軽快にフォークダンスを踊り終えると「連続してここまでやると、
結構な運動量なのよ」と、話すみなさんの額には、じんわりと汗が
滲んでいました。

♪マイム・マイム♪

腕を大きくあげて～

代表の田中さんは「運動不足は体力や筋力が衰え、脳への刺激
が減って認知症につながる要因となります。そうならないために、
今後もみんなで活動を続けて少しでも健康を維持し、交流をして
いきたいです」と話されていました。

たくさん体を動かした後は、お茶会となり、気軽におしゃべりをしながら笑い合い「毎週ここに来るのが楽し
み」、「今夜はぐっすり眠れます」など、楽しく活動している様子がうかがえました。

体操ひだまり
※ 毎週木曜日、13：30～

森前林自治会館で活動しています
お問合せ ２７－３８８１

現在は70～80代の約10名が、市が行なっている高齢者交流サロ
ン事業を活用しながら毎週楽しく活動をしている他、年に1回、同
地域の農協サークルのみなさんと一緒に活動し親睦を深めています。
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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：気仙沼本吉サーフィンクラブ

海開きを前に市内4ヶ所の海水浴場で
一斉清掃を行います！

美しい海で遊べるようご協力をお願い致します。

日 時：7月10日（日）9：00より
（当日8：30に各会場に担当者がおります）

会 場：①小泉海水浴場 ②大谷海水浴場
③お伊勢浜海水浴場 ④小田の浜海水浴場

持ち物：火バサミ、マスク等
参加費：無料
申込等：当日現地集合
その他：・体調が悪い方は参加をお控え下さい

・ゴミ袋/飲み物/軍手はこちらで用意します

・小泉ユニバーサルビーチユニット
・本吉夢プロジェクト委員会
・大谷里海づくり検討委員会
・階上地域まちづくり振興協議会

主催：傾聴ボランティア結和

講演会

「人との出会いに感謝～希望～」

コロナ禍の長期化が社会問題になっています。
今だからこそ、人との出会い・繋がりを考えて
みませんか？
お誘い合わせの上、お気軽にご来場ください。

日 時：7月10日（日）13：30～15：00
会 場：鹿折ふれあいセンター（鹿折公民館）

【お問合せ】傾聴ボランティア結和
TEL：080-5558-5112（村上）

1949年熊本市生まれ。1978年3月東京医科歯科大学
小児歯科大学院卒業 (歯学博士）/東北大学歯学部非常
勤講師/岩手医科大学非常勤講師/北九州市おもちゃラ
イブラリー館長/ターミナル口腔ケア研修会代表/新生
児口腔ケア研究会代表/子どもを亡くした親と家族を支
える会(星の会)代表/東アジアグリーフケア代表/3.11
折り鶴ネットワーク世話人/口唇口蓋裂家族ほほえみの
会世話人/ダウン症候群等支えあいの会世話人 ほか

【お問合せ】気仙沼ライトハウス TEL：0226-41-9003
※7月22日までは以下のWEBからのみの受付になります

WEBサイトURL：www.kesennumalighthouse.com

主催：気仙沼ライトハウス

日 時：8月8日（月）
開場17：30/開演：18：00

会 場：気仙沼中央公民館
（気仙沼市内の脇一丁目16-6）

前売り券：1500円 ※当日券の販売なし
（学生・子ども無料）

販売場所：気仙沼まち・ひと・しごと交流プラザ
2階 □ship内 TEL：0226-28-9972

販売日時：火～土(13：00～21：00）

《講師》武田康男氏

【お問合せ】気仙沼本吉サーフィンクラブ
事務局：かぶとむしSurf shop TEL/FAX：42-2983

2022 ヒロシマ・ナガサキ アメリカ空軍太平洋音楽隊による

国際文化交流と心の復興の応援を目的に開催します！

～アメリカ空軍太平洋音楽隊～

アメリカ空軍が正規に編成した10隊ある
音楽隊のうちの1隊として国境を越えた
国際交流を任務とし、インド・太平洋地
域全域、世界36か国で活動している現役
音楽家のみなさんです。

原爆絵画・パネル展
被爆体験者の証言をもとに、広島市立基町高等学校
の生徒たちが制作した「原爆の絵」(レプリカ)等の
展示を行います。
生徒たちは被爆証言者の方と何度も打合せを重ね

ては書き進め、約1年かけて制作しました。
併せて原爆写真のパネル展示も行いますので、

是非ご来場下さい。

◆展示日程

日時：7月23日(土)・24日(日)
10：00～16：00

会場：気仙沼中央公民館

日時：7月30日(土)・31日(日)
10：00～16：00

会場：唐桑公民館

日時：8月20日(土)・21日(日)
10：00～16：00

会場：はまなす美術館

【お問合せ】原水協気仙沼支部/気仙沼9条の会
TEL：090-5830-2716（小野寺）

《気仙沼地域》

《唐桑地域》

《本吉地域》

主催：2022 原爆絵画・パネル展実行委員会/ 後援：気仙沼市
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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：7月4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】

現在のセンター登録団体は
199団体です！

センター新規登録団体

リサイクルの会ゆいこ

・不要になった制服を集め、必要な方へ無償でお譲りする活動
・制服のリサイクルによるSDGｓの推進活動

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

6月は「南気仙沼さくらフェスティバル実行委員会」
さんの展示でした。
本団体は、「大川さくらまつり実行委員会」から会

の名称を変更し、南気仙沼地区のかつての賑わいを創
出するため、大川沿いの桜に限らず、南気仙沼地区の
春のイベントとして定着するよう気仙沼大川桜並木を
保全する会や南気仙沼地区の自治会や商店会の方々で
組織され、活動されている団体です。
今回は、「第1回 南気仙沼・さくらのある風景フォト

コンテスト」での受賞作品を始めとする41点の応募作
品を展示して頂きました。
7月は「NPO法人ネットワークオレンジ」さんの展

示です。
展示についてのお問合せは気仙沼市民活動支援セン

ターまでご連絡ください！

・地域のデジタル化：住民向けスマホ教室、教育機関でのICT支援等
・事務代行：施設管理、コワーキングスペース運営、コンサルティング
・広報代行：広報物制作(サイト/紙媒体/動画)、ライティング
・防災/伝承：伝承施設の運営、防災関連企画の実施
・上記の事業化に必要なファンドレイジング、包括的な団体支援

一般社団法人トナリノ


