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令和3年度 気仙沼市民活動支援センター主催事業

はじめてのオンライン会議
～ Zoom を使ってみよう！～ を開催しました！
10月5日(火)、当センター主催の「はじめてのオンライン
会議～Zoomを使ってみよう！～」を開催しました。
講師に、気仙沼まち大学運営協議会で認定NPO法人底上
げの成宮崇史さんを迎え、市内で活動をされている方８名
が参加しました。
コロナ禍において対面での活動が自粛される中『Zoom』
等を利用したオンライン研修や会議などが急速に増えまし
た。 今講座は、パソコン・スマートフォン等から、遠隔
でも複数人で映像と音声をやり取りできる『Zoom』の利
便性を学び、コロナ後にも活用できるツールの一つとして、
今後の活動に役立てていただけるよう企画しました。

当日は、オンライン会議の操作が全く初めての方、経験はあ
るがもっと詳しく使いこなしたい方などが参加し、オンライン
会議で一般的に利用されている『Zoom』の基礎知識や基本操作
について学びました。実際にパソコンやスマートフォンを使用
し、『Zoom』を使用する際のマナー」や「チャット機能」、
「画面共有」等の便利な機能を操作するなど、まずは使ってみ
ることを中心に進められ、参加者同士が分からない点はその都
度講師やセンター職員がサポートし、後半には参加者同士で確
認しながら楽しく操作する場面も見られました。

参加者の中には機器操作に苦手意識のある方からは、「基本
操作が分かりやすかった」「団体の会議で利用したい」「今後
の活動に活かしたい」といった感想が多く聞かれ、活動のする
上で新たな選択肢の一つとなったと思います。
センターでも今後、講座や相談会等の開催の際には、今回学
んだことを状況によっては、活用していきたいと思います。

【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。

気仙沼市勤労青少年ホーム主催講座

NPO法人プロジェクトK

「カラダの学び舎講座」を開催しました！
10月2日(土)まち・ひと・しごと交流プラザで開催した、市勤労青少年
ホーム主催の「カラダの学び舎講座」で、NPO法人プロジェクトK 代表
理事の大森美和さんが講師としてお話をされました。
この講座は普段気になっていても、なかなか人と話すことが少ない女
性の身体や性について学ぶ講座です。
第3回目となった今回は「イマドキの性教育って？」という題で、プロ
ジェクトKの活動として市内の小・中学校、高校で「いのちと性の講話」
を行っている大森さんから、日本の性教育の現状と世界の国との違い、
家庭での性教育についてのポイント等を分かりやすく話されていました。日本のこれまでの性教育は、世界と比
べると授業数が少なく抑圧的なイメージがあるためか遅れがみられたものの、文部科学省により、昨年度から、
性暴力の加害者・被害者をつくらないための、「生命(いのち)の安全教育」が、進められているそうです。幼少
期の早い時期からの正しい性教育は、行動を慎重にし、自分の身を守るためにもとても大切なことになると話さ
れました。
また、家庭での性教育に関しては、「怒らない・ごまかさない・嘘をつかない」ことがポイントで、困った時
には話を聞き、受け止めてあげることが大切であること。そして、成長と共に教えてくれた人が、相談できる人
になっていくことが望ましいと話されました。
最後に、性の多様性について、受け入れる周り(社会)
の問題であるとし、お互いを認め合える社会に向け、
【お問合せ】
「人ってみんな違うよね」というところから始めましょ
NPO法人プロジェクトK
うと話されました。
TEL：090-4076-5071
多様性、人へのいたわりの気持ちを大切にしたいと思
える時間になりました。
気仙沼市民憲章推進協議会・気仙沼市 主催

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。今年度は市内外から137点の応募がありました。
10月1日(金) に行われた審査により、下記のとおり最優秀賞1点、優秀賞6点が選ばれ、表彰式は11月8日
(月)に開催します。「市民写真コンクール作品展」は下記の日程で開催しますので、素晴らしい作品の数々
を是非ご覧下さい。
また、入賞作品を中心に「2022気仙沼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8日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冊500円
で販売いたします。遠方の方へ気仙沼の四季折々の景色を届けてみてはいかがでしょうか。
審査結果
最優秀賞
優秀賞
優秀賞
優秀賞
優秀賞
優秀賞
優秀賞

小泉海岸元旦の黄金海道
気嵐の入船
春爛漫
ミズキの花と唐桑半島
磯遊び
波模様
内湾地区に灯る光

及川善賢さん
吉田久雄さん
東谷元樹さん
金野伸二さん
岩崎 遥さん
岩倉菜花さん
佐藤剛士さん

市民写真コンクール作品展(展示場所・期間）
☐東北電力ネットワークふれあいギャラリー
最優秀賞
11月9日(火)～11月29日(月) 入賞作品7点
「小泉海岸元旦の黄金海道」
☐イオン気仙沼店
11月9日(火)～11月29日(月) 入賞作品7点 【お問合せ】
市震災復興・企画部 地域づくり推進課内
☐気仙沼中央公民館
気仙沼市民憲章推進協議会 事務局 TEL：22-6600(内線337)
12月1日(水)～12月24日(金) 全応募作品
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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：気仙沼スローフェスタ2021実行委員会(気仙沼市，気仙沼市教育委員会、スローフード気仙沼，
気仙沼商工会議所，気仙沼漁業協同組合，気仙沼市物産協会など16団体）

食べて、感じて、学べる2日間。
気仙沼の内湾エリアを中心に、スローフェスタを開催します。「スローフード」「スローシティ」という気仙沼の取
り組みを、見て・聞いて・食べて、全身で感じていただくことができます。気仙沼ならではの美味しい食事や文化な
ど、全ての世代の方が楽しめるイベントがここにぎゅっと集結！ センター登録団体も多数参加しますので、ぜひ、
ご来場ください。

＼味わう／ ＼買う／ ＼聴く／ ＼体験／ ＼遊ぶ／ ＼観る／
楽しいイベント盛りだくさん！！
日

時：11月6日(土)10：00～16：00
(ライブイベントは17：00)
11月7日(日)10：00～15：00
会
場：気仙沼市内湾エリア及び、南町紫神社商店街等
駐 車 場：コの字岸壁や気仙沼魚市場屋上を予定しており、
シャトルバスを運行します
そ の 他：入場無料。小雨決行
マイ箸・マイボトル・マイバックをご持参下さい
申込み方法：事前に入場申込をLINEアプリよりお申込み下さい
※当日、会場ゲートでの申込みも可能ですが、
感染症予防対策及び混乱回避のため事前の
申込みにご協力をお願い致します。
※予定している内容が変更になる場合もあります
イベントの詳細や申込み方法に
ついては、気仙沼観光情報サイト
「気仙沼さ来て気らいん」を
ご覧下さい！
気仙沼

スローフェスタ

【お問合せ】気仙沼スローフェスタ2021実行委員会事務局
市震災復興・企画課内 TEL：22-6600(内線311)

センター登録団体さんからも以下の
みなさんが参加します！
11月6日(土)
●(一社)気仙沼青年会議所
・ホヤぼーやトランポリン
・水鉄砲射的
・凧づくり体験 等
11月7日(日)
●NPO法人森は海の恋人
森は海の恋人体験学習
～牡蠣いかだ見学＆プランクトン採集～
●気仙沼商工会議所青年部
・ささかまづくり
・フライパンで作る鰹のたたきづくり 等
●八瀬森の学校
・八瀬そば打ち体験(要事前申込)
●塚沢神楽保存会
●スウィング・ドルフィンズ
●浪板虎舞保存会
●NPO法人浜わらす
「みつろうラップ」づくり

令和3年度 気仙沼市民活動支援センター主催講座

市民活動コツ×2 講座

はじめての会計講座
決算報告編

【講座内容】

・収支計算書の作り方
・演習

～収支計算書の作成～
対

11月 16 日(火)
13:30 ～ 16:00
会場：気仙沼市役所 ワンテン庁舎
2階 大ホール
(気仙沼市八日町-1-1）

象：気仙沼市内で市民活動をしている方
・NPO/市民活動団体の会計初任者
・会計を再確認したい方
・これから担当する方 等
定
員：15名（※要申込 先着順）
参 加 費：無料
持 ち 物：筆記用具、電卓
申込み締切：令和3年11月9日（火）
申込み方法：電話/メール/FAX
申込み事項：団体名/参加者名/連絡先

講師：会計サポーター 小野 恵子氏
※当日はマスクの着用をお願いします。また、体調のすぐ
れない方は参加をご遠慮下さい。
なお、新型コロナウイルスの感染状況によりオンライン
などでの開催に変更になる場合があります。

【お問合せ・お申込み】
気仙沼市民活動支援センター（市地域づくり推進課）
TEL：22-6600(内線335)
mail：k.npokk@gmail.com / FAX：24-1226
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イベント・講座案内板
宮城県・気仙沼市男女共同参画事業

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！

主催：気仙沼市 企画・運営：合同会社colere

『おかえりモネに学ぶ
これからの働き方・生き方』 講座

ぬま大学

最終報告会

YouTubeオンライン聴講者 募集！

を開催します！

「気仙沼で何かやってみたい！」という想いを持つ若

日
会
内

時：11月21日(日) 13：30～15：00
場：市ワン・テン庁舎 大ホール
容：家事や仕事に活かせる男女の視点や気づき
について学びます
講
師：kaziプロジェクト 代表 木村秀則氏
定
員：30人
申込み締切：11月16日(火)
申込み方法：電話・FAXまたはメールにて申込み下さい
そ の 他：託児についてはご相談下さい
新型コロナウイルス感染症の状況により、
オンライン講座になる場合があります。

【お申込み・お問合せ先】
地域づくり推進課 男女共同参画推進室
TEL：22-6600（内線334）FAX：24-1226
mail：chiiki@kesennuma.miyagi.jp

センター新規登録団体

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」7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13名が、6月からの約半年間、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。
地域を担う若者たちの想いが集まる最終報告会。気
仙沼の未来をより良いものにしていくためのプレゼン
テーションをお聞き逃しなく！

日
時：11月28日（日）13：30～18：00
方
法：YouTubeオンライン配信(要申込）
参 加 費：無料
申込みフォーム
申込み締切：11月26日（金）12：00
QRコード
申込み方法：申込みフォーム(QRコード)
または下記メールからお申込み
下さい

【お問合せ先】
合同会社colere（コレル）
TEL：25-7377 mail：info@numa-ninaite.com

現在のセンター登録団体は
195団体です！(10月現在)

特定非営利活動法人 防災士会みやぎ
一般市民を対象として、幅広い防災啓発活動を実施するとともに、平時における地域防災
力の向上と、災害時における地域の支援活動に取り組む防災士や、その活動に賛同する市民
等への支援を通じて、安全で安心な社会の実現に寄与することを目的としています。

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紹介をする
ギャラリーです

10月は「きこいろ 片耳難聴のコミュニティ」さんの展
示でした。
同団体は「片耳が聞こえない・聞こえにくい」片耳難
聴という聴覚障害のためのQOL(生活の質)向上を目的に
設立され、毎月交流会や勉強会、SNSでの情報発信、啓
発活動を行っています。今回は片耳難聴とはどのような
ものかを知っていただく展示をして頂きました。
11月は「気仙沼市民憲章推進協議会」さんの展示です。
お近くをお通りの際は是非ご覧下さい！
展示についてのお問合せは、気仙沼市民活動支援セン
ターまでご連絡下さい。

