
【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

「まちづくり通信」令和4年1月号（145号）

こぱんだくらぶは、面瀬地区で幼い子どもを持つ母親たちが、ふらっと立ち寄れる場所、友達を作
れる場所、一緒にご飯を食べられる場所が欲しいと作った団体で、毎週木曜日に面瀬地域ふれあいセ
ンターで親子が楽しく活動しています。

12月16日(木)、『クリスマスパーティー』が開催され、会員の他、市内の0歳～4歳までの親子16組、
約40名が参加しました。

主催 こぱんだくらぶ

クリスマスパーティー！

お問合せ

こぱんだくらぶ
事務局：面瀬地区まちづくり協議会
☎ 0226-24-9393

ブーツ型をした画用紙にシールを貼ってのデコレー
ションや、段ボールで作られたサンタの口を的にした
玉入れ、抽選箱に手を入れて行うカラフルなガチャ引
きゲームなど、会場内には親子のたくさんの笑い声が
広がりました。
また子どもたちは一人一人、サンタクロースからお

菓子のプレゼントをもらい、一緒に写真撮影をしたり、
プレゼントを見せ合ったりとおやつを食べながら自由
に過ごし、傍らではお母さん達のおしゃべりが弾んで
いました。

参加したお母さんは「イベント時には参加してい
ます。お母さん同士でいろいろな話ができて楽しい
です。」と話されていました。
代表の遠藤さんは「コロナ前はもっと多くの参加

がありましたが、今は人数制限を設けて行っている
ので広く周知はせず、メンバーや参加者の口コミで
広がっています。親子が楽しめる交流の場になれば
と」と話されていました。

会場内の飾り付けや工夫を凝らしたゲームなど、
お母さんたちの手作り感いっぱいの楽しいパーティ
ーとなりました。

新年あけましておめでとうございます！
2022年もどうぞよろしくお願い致します。
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【ぬま大学/気仙沼の高校生 MY PROJECT AWARD 2021についてのお問合せ】合同会社colere
TEL：25-7377 / mail：info@numa-ninaite.com  / WEB：https://numa-ninaite.com

主催：気仙沼市 企画・運営：合同会社colere

11月28日（日）、まちづくり実践塾「ぬま大学第7期最終報告会」が、
気仙沼市まち・ひと・しごと交流プラザを会場に開催されました。当日は、
感染対策のためオンラインでの配信となりました。
ぬま大学は『気仙沼で何かやってみたい！』という想いを持つ若者が半年間、全6回講義を通して、地域

で多様な人と繋がりながら自らが実行する「マイプラン」を作り上げていく人材育成プログラムです。
今年度は13名が参加し、自分の想いの根っこを探りつくりあげたマイプランの内容と、実践したことの成

果や今後の取り組みについて発表しました。
市長外4名の審査により最優秀賞に選ばれたのは、インドネシア実習生のために、気仙沼がどんな場所か

イメージできる暮らしのガイドブックのような「カウントダウン式の日めくりカレンダー」を作成した、宮
田瞳さんでした。
ぬま大学最終報告会の動画は、動画配信サイト「YouTube」でご覧頂けます。受講生13名のマイプランを

是非ご覧ください！ ひとみ

▽最優秀賞 宮田 瞳さん
「Selamat Datang di Kesennuma」

ふみか

▽健闘賞 佐々 文佳さん
（半年間で最も成長した受講生に贈る）
「ーおいしいおはなしめしあがれー
おはなしレシピでちょっとした豊かさを」

さとる

▽オンライン共感賞 田中 慧さん
（オンライン聴講者の投票により決定）
「顔の見える街、気仙沼へ
～気仙沼の「人」と「想い」をチカクする～」

主催：気仙沼市 / 企画・運営：合同会社colere / 共催：気仙沼市教育委員会
協力：気仙沼の高校生マイプロジェクトアワード実行委員会 / 後援：宮城県教育委員会

12月19日(日)、「気仙沼の高校生MY PROJECT AWARD 2021」が、
気仙沼市まち・ひと・しごと交流プラザを会場に開催されました。
これは、気仙沼の高校生が、自分の「やりたい」想いに向き合い、地域について考えながらこれまで実践

してきた、もしくはこれからチャレンジしたいと思っているプロジェクト＝『マイプロジェクト』を地域の
方に発表する場です。
今年は過去最多の32組40名が参加し、午前と午後の2部開催となりました。午後の部では代表10組が発表

し、その様子はオンラインでも配信されました。
高校生のオリジナリティ溢れる発表の中から、市長賞には小学生を対象に英語体験教室を開催している東

陵高校2年生の3人グループ「みふも」が受賞し、オンライン共感賞も同時受賞しました。
当日の様子をご覧になりたい方は、下記フォームよりお申込みください。ご視聴できるURLをお送りいた

します。是非、高校生たちの熱い想いをご覧ください！

当センターでは、市民活動団体により良い活動を行ってもらうため、
様々な講座などを開催しています。まちづくり通信にて報告やお知らせ
もいたしますので、ぜひチェックしてみてください♪

コレル

最優秀賞 宮田瞳さん

「みふも」の３人

【アーカイブのご案内】
YouTubeチャンネル「気仙沼市担い手」

【アーカイブ視聴の申込み】
右記のQRコードから読み取り、フォーム
へ入力しお申込み下さい。

コレル

▽市長賞/オンライン共感賞
もあ ふみ みか

吉野 桃愛さん,畠山 詞さん,林 未香さん【みふも】
「Let`s Try to Speak English with us!」

▽審査員特別賞
みずき

佐藤 瑞記さん
「すごいぞさめ照り～広めたいサメのまち気仙沼の魅力～」

かお

岩槻 佳桜さん
「感情を紙で表現～3.11の夜～」
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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。

【運営団体(委託団体)】
特定非営利活動法人ウィメンズアイ

県では、コロナ禍で苦しむ女性を支援するための相談
事業を実施しています。
相談員があなたのお話を伺いながら支援方法を一緒
に考え、必要に応じて、最寄りの相談機関の紹介や、
生理用品等の生活必需品の配布等を行います。
些細なことでも構いません。
ひとりで抱え込まず、まずは気軽にご相談ください。

○相 談 料：無料
○受付時間：月～土曜日（日曜・祝日を除く）

午前9時～午後6時まで
○期 間：令和4年2月28日まで

みやぎの女性つながりサポート型支援事業

コロナ禍で不安や悩みを抱えている
女性のみなさんを応援します！

主催：気仙沼市 / 企画・運営：東北学院大学

広がる、つながる、うまれる。

知識や経験を活かして、地域で活動する人材
の育成を目指し、昨年9月から5カ月にわたり
「アクティブコミュニティ塾」を実践してき
ました。
受講生がこれまでの講義で学んだ成果として、
地域における自らの行動計画を発表します。

日時：令和4年2月5日(土)
13：00～16：00頃まで (受付開始 12：30)

会場：気仙沼市役所 ワンテン庁舎
2階 大ホール

定員：20名

参 加 費：無料
申込み締切：令和4年1月31日(月)
申込み方法：電話/メール/FAXのいずれかで、

締切日までに名前/住所/連絡先を
添えて下記までお申込み下さい

【お問合せ/お申込み】
震災復興・企画部 地域づくり推進課
TEL：22-6600（内線336）/ FAX：24-1226
mail：chiiki@kesennuma.miyagi.jp

アクティブコミュニティ塾 第６期

「発表会」を開催します！

講師によるレクチャーを交えながら、ワークショップで個人と組織の成長を振り返るとともに、
地域と団体のこれからを担う人材育成について意見交換を行います。

日 時：令和4年1月31日（月）
13：30～16：00

会 場：宮城県気仙沼合同庁舎 1階大会議室
(気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6）

定 員：20名程度
参加費：無料

【講 師】
マジカルステップ代表キャリアコンサルタント
川田マキコ氏
認定ＮＰＯ法人底上げ 副理事長
斉藤祐輔氏

参加対象者：気仙沼・南三陸地域および近隣の復興・
被災者支援活動を行う特定非営利活動
法人、ボランティア団体、公益法人、
社会福祉法人、学校法人、地縁組織、
協同組合その他の民間非営利組織及び
支援者、その他関心のある企業、個人

企画・実施：チームきずこう
(特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる、
一般社団法人気仙沼まちづくり支援センター、
特定非営利活動法人地星社、
特定非営利活動法人にじいろクレヨン）

【お申込み・お問合せ】特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる
TEL：022-256-0505 / FAX：022-256-0533 / mail：npo@miyagi-npo.gr.jp

ＮＰＯ等の絆力を活かした復興支援事業（マッチング・交流事業）

気仙沼・南三陸地域交流会
「人と組織の成長を考える～地域における連携の可能性～」

《 気仙沼・登米地域受託者 》

特定非営利活動法人ウィメンズアイ

主催：宮城県 / 後援：気仙沼市
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現在のセンター登録団体は
197団体です！

センター新規登録団体

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

一般社団法人気仙沼インドネシア友好協会

・在留インドネシア人と日本人との交流事業
・在留インドネシア人との交流を通じた国際理解の促進事業
・気仙沼とインドネシアの相互理解を促進するための研修事業
・気仙沼とインドネシアとの文化交流に関する調査研究事業 などを行っています。

12月は「森前いきいきサロン」さんの展示でした。
同団体は、高齢者のひきこもり防止と生きがいづくり
を目的に取り組んでいます。
今回は、普段の活動の中で製作した手芸や、畑での

野菜作りなどの活動の様子を展示して頂きました。
手芸は細かいものもあり、会員の皆さんは自宅に持

ち帰って作業することもあるそうです。
展示は1月上旬まで行っていますので、お近くをお

通りの際は是非ご覧下さい。
1月は「八日町まちづくりの会」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

ターまでご連絡下さい！

主催：気仙沼市民活動支援センター / 共催：みやぎNPOプラザ

【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335）/ mail：k.npokk@gmail.com / FAX：22-1226

NPO・市民活動のための

令和 4 年2月24日(木)

10：00～14：00

市民活動コツ×２講座

※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。

会 場：気仙沼市役所 ワン・テン庁舎
定 員：３団体
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
（法人以外の方のも可）

時 間 帯：①10：00～11：00 ②11：00～12：00
③13：00～14：00

相 談 料：無料
申込み締切：令和4年2月10日（木）
申込み方法：電話/メール/FAXにてお申込み下さい

みやぎNPOプラザのNPO運営アドバイザーをお呼びし、個別
相談会を開催します。法人格の有無にかかわらず、幅広く皆
さんの相談に応じます。まずは、お気軽にお問合せ下さい！

規約や定款の変更について
相談にのって欲しい

会計の処理や税務
について教えて欲しい

資金の集め方について
相談したい

団体運営について

相談したい

法人設立について教えて欲しい

みやぎNPOプラザには年間400件の相談が寄せられます。

「市民活動団体を立ち上げたい」

「NPO法人と一般社団法人とはどう違うの？」

「活動資金の集め方を知りたい」

「会計の基礎を教えて欲しい」

など相談内容は多種多様。その対応で培った経験を活かし、

皆さまの悩みや疑問の解決に向けて全力でサポートしてい

ます！

みやぎNPOプラザ
NPO運営アドバイザー

【アドバイザー】


