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ぬまセン（気仙沼市民活動支援センター）

まちつう
気仙沼の市民活動フリーペーパー
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。

けせんぬま 子育ちラボ
最終報告会・活動展示会
10月3日(土)、「鹿折ふれあいセンター」において、
参加団体
「けせんぬま子育ちラボ 最終報告会・活動展示会」
・絵本カフェ架け橋
が開催されました。
・子育て支援わくわくけせんぬま
これは市が子育て環境を充実させるため、子育て支
・けせんぬま 森のおさんぽ会
援の活動を行っている団体のスキルアップを目的に7
・一般社団法人Omusubi
月から勉強会を行ってきたもので、参加した6団体(う
・NPO法人生活支援プロジェクトK
ち5団体登録団体）は、アドバイザーの助言の元、団
・月立小学校スクールサポートスタッフ
体ごとに活動の見直しや将来の方向性などの事業の見
こだま隊
直しを行ってきました。その中で見つかった課題など
から今後の団体の事業見直しや方向性などを確認し、発表したものです。
当日は、午前に報告会、午後に展示発表が行われ、報告会は感染症対策のためオンラインでの開催
となりました。各団体が勉強会をとおして、日頃の活動から見えてきた課題や、震災から10年を迎え
る今後の活動の在り方などを発表した後、アドバイザーからの助言や、他団体と意見交換・情報交換
を行いました。
展示発表は会場を開放し、参加団体の活動についてパネル等で紹介されました。展示物を観覧した
り、担当者から活動についての話を聞いたりするなど、参加団体の日頃の活動を知ってもらう貴重な
場となりました。また、会場内にはキッズスペースも用意され、小さなお子さんを連れても気軽に参
加できるよう工夫されており、親子で楽しむ様子も見られました。
今後も参加された団体の活動を紹介していきたいと思いますのでお楽しみに！

活動展示の様子

【主催・お問合せ】気仙沼市保健福祉部 子ども家庭課

オンライン配信の様子

TEL：0226-22-6600（内線441）

【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
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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。

主催

面瀬川ふれあい農園運営委員会

//

気仙沼ライトハウス

ふれあい農園で遊ぼう みんなのおやつタイム
10月11日(日)、面瀬川ふれあい農園で世代間交流のイベントが開催されました。同農園は子
どもの遊び場と共同農園を合わせた広場で、面瀬川ふれあい農園運営委員会が管理し、イベン
ト開催や農作業体験など自由に遊ぶことができる場となっています。
今回のイベントは、日ごろから『フード・ファン・フレンド』をテーマにフードバンクの食
糧を活用した絆づくりの活動を行っている気仙沼ライトハウスが、同農園で育てたサツマイモ
を使って焼き芋を食べながらの世代間交流を企画したものです。
当日は小雨が降る空模様でしたが、小学生や関係者約30名が
参加しました。焚火の準備が整うと、子ども達は新聞紙とアル
ミホイルで包んださつまいもを大人に手伝ってもらいながら火
にくべていきます。焼き上がりを待ってる間は地域の方たちと
会話をして楽しく待っていました。後半は大人も子どももみん
な一緒になって「芋掘り音頭」を歌って踊っておおいに盛り
上がりました。出来立てアツアツの焼き芋をふたつに折っ
て、焦げた外皮を少しづつ剥きながら口に運ぶ子どもたち
は、みんな「うま～い！」と、歓声を上げ美味しそうに食
べていました。地域の世代間交流が行われた和やかな時間
でした。
【お問合せ】
面瀬地区まちづくり協議会
TEL：0226-24-9393
気仙沼市民憲章推進協議会

令和2年度 気仙沼市民写真コンクール
受賞作品が決定しました！
気仙沼市民憲章推進協議会では、気仙沼の魅力を見つめ直すとともに、広くアピールすること
を目的として、写真コンクールを開催しています。今年度は市内外41名の方から99作品の応募が
ありました。
10月7日（水）に行われた審査により、下記のとおり入賞作品7点
が選ばれ、表彰式は11月11日（水）に開催します。「市民写真コン
クール作品展」は以下の日程で開催しますので、素晴らしい作品の
数々を是非ご覧ください。
また、入賞作品を中心に「2021年市民憲章カレンダー」を作成し、
より多くの方に気仙沼の魅力を発信します。カレンダーは、11月中
旬から市地域づくり推進課、唐桑・本吉総合支所、市内公民館にて1
最優秀賞 「朝焼けの魚市場」
冊500円で販売します。
吉田 真一さん
審査結果
「市民写真コンクール作品展(展示場所・期間)
最優秀賞 朝焼けの魚市場
優秀賞
気嵐の朝
優秀賞
桜の下で
優秀賞
恵比寿像と横断橋
優秀賞
飛ぶ
優秀賞
秋の棚田
優秀賞
出船

■東北電力ふれあいギャラリー
吉田真一さん
11月12日(木)～12月10日(木）
藤村和也さん
（入賞作品7点）
吉田喜久恵さん
笠沼勇太郎さん
■ワン・テン庁舎 2階 情報プラザ
田代有希さん
12月11日(金)～12月28日(月）
菅原和子さん
（全応募作品）
熊谷清二さん 【お問合せ】気仙沼市震災復興・企画部 地域づくり推進課内
気仙沼市民憲章協議会 事務局 TEL：0226-22-3409
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イベント・講座案内板
気仙沼市 主催 / 宮城県 共催

With コロナ時代、家族力を高めよう！

家庭内コミュニケーション講座
新型コロナウイルスの影響により「家族と過ごす時
間が増えた」ことで、以前より家族関係がよくなった
方がいる一方で、「家族と過ごす時間にストレスを感
じるようになった」と答える方も少なくありません。
暮らしや働き方だけでなく、家族との関係まで大き
く変化している今だからこそ、家族のコミュケーショ
ンについて考えてみませんか?
・夫婦意識の差を羞恥心理学で読み解きます！
・家庭内コミュニケーションで気を付けたいこと
・家族の絆が深まる会話術 など…
フリーアナウンサー・コミュニケーション講師

講師

髙野 真弓さん

日時：11月15日（日）13：30～15：30
会場：市役所ワン・テン庁舎 大ホール
定員：30名
申込：下記の電話・メールにて、
氏名/電話番号をお伝え下さい
〆切：11月11日（水）まで
参加費：無料 ※託児あり(要予約)

【申込・お問合せ】気仙沼市震災復興・企画部
地域づくり推進課 男女共同参画推進室
TEL：0226-22-6600 内線334
E-mail：chiiki@kesennuma.miyagi.jp

気仙沼プレクトラムアンサンブル

第42回 定期演奏会
第1部
・Warrior Past
(NHK大河ドラマ「麒麟がくる」メインテーマ）
・恋のバカンス
・春よ、来い
・ありがとう
・夜明けのスキャット
・交響絵巻「水戸黄門」
第2部
・組曲「杜の鼓動」
第二楽章 魂の還る場所
第3部
・トゥーランドット
・狂詩曲「海」
・カレリア組曲より
・舞踊風組曲第2番
第3曲‛行進曲風に‘
■日にち：11月22日（日）
■開演：14：00（開場：13：30）
■会場：気仙沼市本吉町「はまなすホール」
■入場料：無料
【お問合せ】気仙沼プレクトラムアンサンブル
TEL： 090-2982- 1719 （担当：小山）

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！
一般社団法人 気仙沼市体育協会 主催
気仙沼市障害者スポーツ協会 主管

世代間交流卓球バレー体験教室
「卓球バレー」を通じて世代を越えた
スポーツ交流を図ります！

「卓球バレー」とは、卓球台を使いネットを挟んで、
１チーム６人ずつが、いすに座ってピンポン球を転が
し、相手コートへ３打以内で返す、というゲームです。
ルールは、６人制バレーボールのルールを元に、考案
されています。子どもからお年寄りまで楽しめます！

日時：11月15日（日）9：00～12：00
会場：気仙沼市市民福祉センター やすらぎ
対象：小学生以上
参加費：無料
申込：当日直接会場までご来場ください
どの時間帯からでも参加できます！
【お問合せ】 気仙沼市障害者スポーツ協会
TEL：090-8928-3538（三浦）

気仙沼市 主催 / 一般社団法人 まるオフィス 企画・運営

まちづくり実践塾

「ぬま大学第6期

最終報告会」

オンライン聴講者 募集！
「気仙沼で何かやってみたい」という想いを持つ若者が、
気仙沼で実行するプランをつくりあげていく、まちづく
り実践塾「ぬま大学第6期」の最終報告会を開催するにあ
たり、オンライン聴講者を募集します。気仙沼の若者14
名が、6月からの半年間、自分や地域について考え、多様
な人とつながりながら作成してきたマイプランを発表し
ます。

○日時：11月29日（日）13：30～18：00 申込みフォーム
○方法：YouTube オンライン配信
QRコード
○参加費：無料（要申込）
○申込み締切： 11月27日（金）正午まで
○申込み方法：申込みフォーム(QRコード)
またはメールにて受け付ます
申込みフォーム：QRコードより
E-Mail：info@numa-ninaite.com
【お問合せ】一般社団法人 まるオフィス
E-Mail：info@numa-ninaite.com
WEB：http:// numa-ninaite.com
電話：0226-25-9190
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気仙沼市 主催 / 気仙沼市教育委員会 共催 / 一般社団法人 まるオフィス 企画・運営

気仙沼の高校生

MY PROJECT AWARD 2020 参加者募

マイプロジェクトとは？
集！
「気仙沼のために何かやってみたい！」そんな
想いを原点に、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です。

募集要項

気仙沼の高校生

マイプロジェクトアワードとは？

気仙沼の高校生がマイプロジェクトを地域の人に向けて
発表する場、それが「気仙沼の高校生MYPROJECT AWARD
2020」。発表すること、地域内外の大人からアドバイスをも
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。

エントリーフォームへのアクセス
対象：気仙沼市内の高校生
・QRコードを読み取り
定員：約20名 ※個人・チームでの参加可
・気仙沼市担い手育成支援事業のWEBへアクセス
締切：11月9日(月)まで
(http://numa-ninaite.com/)または、
申込み方法：エントリーフォームより
「気仙沼の高校生 マイプロジェクトアワード」で検索！
※チームの場合は代表者のみ申込み
【お問合せ】一般社団法人まるオフィス E-Mail：info@numa-ninaite.com TEL：0226-25-9190

東北電力ふれあいギャラリー案内板

センター登録団体の
活動紹介をするギャラリーです！

10月の展示は「一般社団法人 Omusubi」さんです。
こちらの団体は、一時預り専門託児所と女性専用シェ
アハウスの運営を行っており、また11月の完成に向け
てお母さんための休憩スペースを作るためにリノベー
ション中です！お近くをお通りの際は是非ご覧下さい。
11月の展示は「気仙沼市民憲章協議会」さんです！
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！

センター新規登録団体
気仙沼市障害者スポーツ協会

現在のセンター登録団体は
192団体です！(10月末時点)

障害者スポーツの普及・振興を図ると共に地域に暮らす障害者のみならず高齢者の社会
参加の推進を目的としている団体さんです。
・スポーツ教室の開催に関する事業
・障害者スポーツの調査研究に関する事業 など…

「市民活動みつかるブック」の追加掲載団体を募集中です！
「まちつう10月号」でもお知らせしています「2020気仙沼仲間づくりの市民活動みつかるブック」への
追加掲載団体の募集締め切りが11月27日(金)となっています。追加での掲載方法は以下のとおりです。
詳しくは気仙沼市民活動支援センターまでお問合せ下さい。
【追加掲載方法】
・市民活動支援センターのホームぺージ等のウェブ上で掲載します。
・登録団体様へは、追加したページのみ紙面配布します。
【募集方法】
・未掲載の団体様へは、まちつう10月号に「掲載申込用紙(追加版)」を同封しております。
（センターのホームぺージからもダウンロード出来ます。）

毎年11月中旬に活発になる“しし座流星群”。2020年は11月17日20時頃に極大を迎
えます。月明りの影響もないとみられ観測にはとっても良い条件！！！
暖かく着込んで、想いを乗せながら晩秋の夜空を見上げてみませんか☆彡？

