
日本語教室受講生募集中！

対 象：日本語を学びたい外国出身者等
開催日：毎週木曜日13時30分～15時30分
会 場：市役所ワン・テン庁舎２F 会議室
申込み・問合せ先：市地域づくり推進課小さな国際大使館22-6600（内線337）
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気仙沼の市民活動フリーペーパー

まちつう

【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 k-npo@k-macs.ne.jp URL : http://www.k-macs.ne.jp/~k-npo

団体の活動をセンターからお伝えします。
「取材に来てほしい」「この団体について教えてほしい」などが
ありましたら,お気軽にセンターまでお問い合せください。

ぬまセン（気仙沼市民活動支援センター）

気仙沼市小さな国際大使館日本語教室はまろう会 協力

気仙沼市小さな国際大使館 日本語教室
新年特別授業 「新年会」を開催しました！

新年初めての日本語教室が、令和2年1月16日(木)13時30分から、ワン・テン庁舎2階で
開催され、教室に通う外国出身者4名とボランティアの先生10名ほどが参加しました。

市主催の本教室は、ボランティア団体「気仙沼市小さな国際大使館日本語教室はまろう
会」の皆さんが講師となり、10年以上も続けられている教室です。市内在住の外国出身者の
ために、日常生活で必要な日本語の習得を目指した教室で、日本語学習のほかにも、季節の
イベントを通し、日本の文化・風習を学んでいます。

この日は、新年初学習日ということで、日本語学習を兼ねた「四字熟語のかるた」や
「ことわざかるた」で楽しんだ後、「あんこ餅」と「きなこ餅」をみんなで頂き、普段の
授業とは違った雰囲気の中、先生方も受講生も年1度のお正月行事を楽しんでいました。
〓 〓 日本語教室では、受講生を募集中です！気軽な参加を呼び掛けています(^^♪〓 〓

ことわざかるたを楽しむみなさん あんこ餅は今年初！という方も

アメリカ、ウクライナ、
ベラルーシ、中国の
みなさんが
参加されました！
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＜登録団体の皆様へお願い＞

「市民活動みつかるブック」作成にあたり、センター登録団体の皆様に記入用紙を郵
送しております。提出がまだお済みでない方は、記入の上、速やかに気仙沼市民活動
支援センターまでご提出いただきますよう、よろしくお願い致します(最終締め切りは
2月14日(金))。※掲載を希望しない場合も、ご連絡下さい。

気仙沼市民活動支援センターからお知らせ

「市民活動みつかるブック」作成中です！
センター登録団体間の更なる交流のきっかけとなること

を目的に、登録団体の情報をひとつにまとめた冊子の作成
を進めています。また、この冊子を通じて、市民の皆さま
に市民活動への理解を深めて頂ければと思っています。
登録団体の皆さまにおかれましては、お忙しい所、冊子

作成にご協力頂き、心より感謝申し上げます。
1日でも早く皆さまの元へ届けられるよう、発行に向け

て頑張りますので、完成を楽しみにしていてくださいね♪

「市民活動みつかるブック」
完成イメージ

水梨キッズかふぇ
…遊び、寺子屋、イベント、子ども食堂を通した子どもの居場所づくり
季節のイベント等の開催(毎月1回 第4土曜日10:00～14:00)
イベントや子ども食堂の内容をポスターに掲載。また、その広報。

センター新規登録団体 現在のセンター登録団体は
191団体です！(1月末現在)

見 本

気仙沼まち大学運営協議会 主催

気仙沼チャレンジャーズピッチvol.9

デザイナーからは、「デザインを手掛けるにあたり誰に対して、何
のための活動(事業)であるか理解し、依頼者の想いが伝わるデザイン
になるよう心掛けている。依頼者の目線に合わせ、互いに納得がいく
まで、何度も話し合いを重ねることが、良いデザインに繋がると思っ
ている。」と話がありました。

団体の活動をセンターからお伝えします。
「取材に来てほしい」「この団体について教えてほしい」などが
ありましたら,お気軽にセンターまでお問い合せください。

この記事に関するお問合せは、気仙沼まち大学運営協議会
(MAIL：info@square-ship.com / TEL:0226-28-9972(受付：火～土 13:00～21:00) )まで

会の後半には、それぞれのデザイナーがこれまで手掛けた作品を見な
がら、直接交流できる時間が設けられ、デザイナーについてより深く知
り、新しい繋がりが生まれる会となりました。来場者からは「事業でデ
ザイナーの力を借りたいと思って訪れた。普段大勢のデザイナーの方の
話を一度に聞くことは中々ないので、それぞれのこだわりなどを聞くこ
とができ大変貴重な時間だった。」と話されていました。

1月16日(木)18:30から□shipにて、「気仙沼チャレンジャーズピッチ」が行われ、市民ら約50名
が参加しました。このイベントは、企業やまちづくりなど、市内の色々な分野で「チャレンジ」を
しようとしている人と、それを応援したい市民とを繋ぐプレゼンテーションのイベントです。9回
目の開催となる今回は主に広報物のデザインなどを手掛ける市内在住の6名のデザイナーが、それ
ぞれの想いや仕事内容について発表しました。

スクエアシップ

発表の様子

交流タイムの様子



災害時にボランティアの受入、調整をする
災害ボランティアセンタースタッフの

体験研修を行います！ぜひご参加ください！

日 時：2月9日(日) 10:00～15:00
会 場：気仙沼市役所ワン・テン庁舎

2階 大ホール
参加費：500円(お弁当代)

(要申込 ※2月4日(火)まで)
対 象：防災・災害ボランティアセンターに

興味がある方
主 催：宮城県社会福祉協議会

気仙沼市社会福祉協議会
共 催：気仙沼市

●申込み・お問合せ●
気仙沼市社会福祉協議会 TEL:0226-22-0709

～ ～
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当センターでは、随時イベント情報を
募集しております。
お気軽にお問合せください！

イベント・講座案内板

復興支援・市民団体だからこそできる広報と、
震災から10年目にむけた情報発信の
中身と方法について考えます。

日 時：2月7日(金) 11:00～16:00(10:30開場)
場 所：気仙沼市役所ワン・テン庁舎

2階 大ホール
参加費：無料(要予約)
対 象：復興・被災者支援を行うNPO団体、

地縁組織、その他民間の非営利組織
及び支援者、学生、一般市民など

定 員：30名(先着順)
※詳細は同封したチラシをご確認ください！

●申込み・お問合せ●
公益財団法人地域創造基金さなぶり

TEL:022-748-7283 / FAX:022-748-7284
MAIL:event@sanaburifund.org

宮城県 主催 / 気仙沼市 共催

NPO等の絆力を活かした

復興支援事業
「発災10年へ 復興を支える広報を考える

地域会議～広報は「聴くこと」から始まる～」

「就労支援を通じた地域づくり」について
一緒に考えてみませんか？

【テーマ】
女性と復興
～東日本大震災から9年これまでとこれから～未来へ

【内容】
●災害ボランティアセンターとは
●災害ボランティアセンターの設置・運営体験
講師 ウェザーハート災害福祉事務所

代表 千川原 公彦氏

自 立 を 支 え る
地域福祉推進フォーラム
お互いさまと言いあえる地域づくり

誰にも役割と出番を

●第一部 基調講演
「就労の場づくりと地域共生社会に向けて」
講 師 櫛部 武俊(くしべ たけとし)氏
(一般社団法人釧路社会的企業創造協議会副代表)

●第二部 事例紹介
「ともに働く地域づくり」
講 師 石井 優太氏
(公益財団法人共生地域創造財団

陸前高田市ユニバーサル就労支援センターセンター長)

日 時：2月15日(土) 13:30～15:30(13:00開場)
会 場：気仙沼市役所ワン・テン庁舎

2階 大ホール
参加費：無料(要申込 ※2月5日(水)まで)
主 催：気仙沼市、気仙沼市社会福祉協議会

NPO法人ワーカーズコープ

●申込み・お問合せ●
気仙沼市社会福祉協議会 TEL:0226-22-0709
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今年は雪の日も少なく、過ごしやすい日が続いていますね。雪が降っていなくても、
朝方の寒さで、濡れたアスファルトが凍っていないか、毎朝歩くたびにひやひやして
います。皆さんも、通勤・通学の際はお気をつけ下さいね！(鈴木)

気仙沼市階上観光協会 主催

～スウィート＆ソルティ 岩井崎でお茶会～

当センターでは、随時イベント情報を
募集しております。
お気軽にお問合せください！

イベント・講座案内板

岩井崎でお茶を楽しみながら、素敵な出会いを見つけませんか？

日 時：2月9日(日) 14:00～16:00(受付:13:30～13:45)
会 場：岩井崎塩づくり体験館(波路上岩井崎3-2)
参加費：男性1,500円 女性500円
定 員：男女 各5～10名

※申込人数が多数の場合は抽選とさせていただきます

対 象：20代から40代の独身男女
内 容：トークタイム・塩づくり体験・ティータイム
協 力：階上地域まちづくり振興協議会

申込み・お問合せ
気仙沼市階上観光協会
TEL・FAX:0226-27-5410
MAIL:hashikami_kannkoukyoukai@yahoo.co.jp

【申込みについて】
●申込締切

2月6日(木)
●申込方法

TEL・FAX・MAILにて受け付
けています。
申込みの際は名前・住所・性
別・生年月日・職業・連絡先
をお伝えください。
※個人情報は本事業に関する事項の

みに使用することを目的とし、そ

れ以外には使用致しません。

【当日のプログラム】
13:00 オープニング 挨拶

フリースペースつなぎの紹介
13:20 子どもシンポジウム
14:40 休憩
15:00 懇談会・相談会
16:30 閉会

※途中参加・途中退出OKです！

フリースペースつなぎがこれまで行ってきた活動の紹介や、
不登校経験のある県内の子ども・若者の発表などを行います。

私たちがどのようにして子どもたちを応援していけばよいのか、共に語り合いましょう！

日 時：2月9日(日) 13:00~16:30
会 場：気仙沼市市民福祉センターやすらぎ

(錦町2丁目5-10)
参加費：無料
後 援：気仙沼市教育委員会
協 力：多様な学びを共につくる・みやぎネットワーク

申込み・お問合せ
一般社団法人フリースペースつなぎ
TEL:0226-28-9181 / MAIL:space.tsunagi@gmail.com


