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令和3年度 気仙沼市民活動支援センター 主催講座（みやぎNPOプラザ共催）

相談会の様子

市民活動支援センター「市民活動コツ×２講座」

令和2年以降コロナ禍での事業運営となり、従来のような講座の運営が難
しかった反面、状況に応じた新しい視点での講座の企画へと繋がる年でも
ありました。
「今だから出来ること」「活動ができない今だからこそ団体の基盤強化

を」、その２点を意識した講座を目指し開催してきました。
特に、「新型コロナ対策講座」は多くの方に参加いただき、コロナ禍で

も市民のため

。

２月24日には、令和３年度最後の事業である「法人設立・団体運営相談会」をみやぎNPOプラザさんの共
催で開催し、団体設立に向けて悩まれていた市民の方の依頼にオンラインで相談会を行いました。

第1回 助成金申請のコツ講座
第2回 チラシ作成講座
第3回 ファシリテーション講座
第4回 リクエスト講座
第5回 団体交流事業

～令和３年度事業終了！ 参加・協力ありがとうございました～

震災から１１年が経過し、復興支援活動を行ってきた団体には、その役目を終え解散されたところ、また
事業内容を変えながら活動を継続しているところと様々です。コロナ禍において停滞している団体もある中
で、ポストコロナに向けて、今まで以上に皆さんの支援ができればと考えております。

平成31年度事業
チラシの作り方講座

平成31年度事業
話し合い力アップ講座

令和3年度事業
コロナ対策講座

令和4年度予定事業
第4回「リクエスト講座」は

特に、皆様からの意見・要望を取り入れた講座

開催が出来ればと考えています。

「こんなこと知りたい、やりたい！！」といった

意見がありましたら是非お知らせ下さい。

～令和４年度も「コツ×2 講座」開催予定！是非ご参加ください！～

※来月号の「まちつう」にてアンケートを取る予定です！
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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下さい♪

２月26日（土）、「アクティブコミュニティ塾 第６期 アクティブコミュニティプラン発表会・閉講式」を、
気仙沼中央公民館で開催しました。当日は、新型コロナウイルスの感染対策のため、受講生と関係者のみで
の開催となりました。
アクティブコミュニティ塾は、「知識や経験を活かして地域で活躍する人材」の育成を目指す、人材育成

プログラムで、本年で６回目の事業になります。
発表会では、６名の受講生が昨年９月から全６回の講義で学んだ成果として、地域における自らの行動計

画を発表しました。地域の巻き込みを意識して作成されたプランも

アクティブコミュニティ塾 第6期
アクティブコミュニティプラン発表会・閉講式

見られ、受講者には、協力者の巻き込みの大切さを学んだ講座にも
なったようです。
今回の発表会の様子は、DVDに記録していますので、貸し出しを

希望される場合は、下記までお問い合わせ下さい。

【お問合せ】市地域づくり推進課
TEL：22-3409 / ｍail：chiiki@kesennuma.miyagi.jp

参加者の皆さん

主催：気仙沼市 / 企画・運営：東北学院大学

主催：気仙沼本吉サーフィンクラブ / 共催：(一社)日本サーフィン連盟宮城北支部

3月6日(日)、気仙沼市本吉町の小泉海岸で『東日本大震災追悼慰霊祭』が行
われました。
この慰霊祭は気仙沼本吉サーフィンクラブらが毎年行っているもので、この

日は市内や岩手県などから訪れたサーファーや、地域住民など約60名が参加し
ました。
強風の中、参加者たちは砂浜のごみや流木などを拾い集め清掃活動を行った

後、昨年設置された『しあわせを呼ぶ鐘』を鳴らし、献花台に花を手向け海に

小泉海岸で霊慰祭

献花

【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：0226-42-2983

アクティブウーマンズガレッジ 第5期 修了式

向かって手を合わせていました。
また、気仙沼土木事務所による、沿岸防災の観点から震災教訓を活かした災害に

強いまちづくり『3.11伝承・減災プロジェクト』の講話もあり、防災意識を高める
機会にもなりました。
事務局を務める鈴木さんは、「震災から11年が経ち、当時の小泉地区の様子を知

らないサーファーが多くなってきました。減災・防災のためにもこの活動を続けて
いきます。」と話されていました。

地域の皆さん

海岸清掃

【お問合せ】市地域づくり推進課 男女共同参画推進室
TEL：22-6600（内線334）

主催：気仙沼市 / 企画・運営：特定非営利活動法人ウィメンズアイ

３月26日（土）、「アクティブ・ウーマンズ・ガレッジ第５期生 修了式」を、市民福祉センターやすらぎ
で開催しました。
アクティブ・ウーマンズ・ガレッジは、チャレンジしたい女性の一歩を応援するプログラムです。
新型コロナウイルスの影響を受け、延期を余儀なくされましたが、この日は、15名(オンライン参加含む)の

受講生がこれまで学んだこと、これからやりたいことを、講座で作成した名刺を使って発表しました。
市長から温かいエールをいただき、受講生それぞれの「小さな一歩」を歩み始めました。

受講生の皆さん

受講生間での名刺交換市長へのプラン説明作成した名刺



日 時：4月21日（木）19：00～21：00 
場 所：オンライン(Zoom)
対 象：20～30代の一般市民
定 員：15名（要申込/先着順）
費 用：無料
申込み締切：4月20日（水）正午まで
申込み方法：申込みフォーム(左記QRコード) または

下記のメールからお申込み下さい
メールにてお申込みの場合は、お名前、
ご所属、電話番号をご記載下さい

日 時：4月16日（土）10：30～17：00
会 場：「清凉院」

(気仙沼市本吉町大森17)
出演者数：約10組
H P：http://k-streetlive.com/

(↑詳細はコチラをご覧下さい)
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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。

【お問合せ】
気仙沼ストリートライブフェスティバル実行委員会
TEL：090-4310-6825

今年の春フェスは、演者の皆様とご来場の皆様の
健康リスクを高めぬよう、感染対策に留意しオフラ
インで開催いたします。

気仙沼ストリートライブフェスティバル

春フェス in SEIRYOUIN

フードバンクを活用した「お茶っこ会」が鹿折地域
で始まります。当日は、フードバンク提供品もご用
意してお待ちしています！皆様是非ご参加下さい！

日 時：4月10日（日）10：00～11：00
会 場：気仙沼市市民福祉センター

「やすらぎ」多目的ホール
対 象：大人から子どもまでどなたでも
参加費：無料
内 容：お茶会、気仙沼ライトハウスの紹介や

歌をみんなで一緒に歌ったりします

【お問合せ】気仙沼ライトハウス TEL：41-9003(秦野）

主催：気仙沼ライトハウス 協力：モア恵利子賛美の外套

～人とひとを繋ぐまちづくりをテーマに～

を開催します

主催：小泉ユニバーサルビーチユニット(KUBU)
リバー クリーン

RIVER CLEAN

日 時：4月10日（日）9：00～11：00
集合場所：小泉海岸駐車場 8：45
清掃場所：津谷川(旧小泉大橋下～河口)

両岸(徒歩部隊)/川中(SUP部隊)
参 加 費：無料
備 考：ゴミ袋は用意しております。また、

SUP部隊はライフジャケット必須です。
申込み不要。当日現地にお越し下さい

【お問合せ】かぶとむしsurf shop

TEL：42-2983 / mail：mushi5b@yahoo.co.jp

津谷川付近の清掃作業を行います。
一般の方、SUPでの参加もできますので、

お気軽にご参加下さい！

主催：気仙沼市地域づくり推進課企画・運営：合同会社 colere

まちづくり実践塾

「ぬま大学第8期」受講生・説明会参加者募集！

「気仙沼で何かやってみたい」という想いをもつ若者が、約半年間自分や地域を知りながら、自分が実行す
るまちづくりプラン(マイプラン)をつくりあげる実践塾「ぬま大学」。5月より第8期を開講するにあたり、
説明会を開催します。また、受講生も併せて募集します。是非ご参加下さい。

対 象：20代から30代の一般市民かつ
「気仙沼で何かやってみたい」という
想いをもつ方

定 員：約10名
受講日：5月29日(日)～12月4日(日）全6回
受講費：無料
受講会場：気仙沼市内各所またはオンライン
申込み締切：5月8日（日）
申込み方法：下記のホームページからダウンロード

した所定の申込書に必要事項を記入の
うえ、下記メールアドレスに送付また
は、担当課に郵送・持参して下さい

【説明会】 【受講生募集要項】

【お問合せ】合同会社colere
TEL：25-7377
mail： info@numa-ninaite.com
H P： https://numa-ninaite.com/

【お申込み】
郵送・持参：気仙沼市地域づくり推進課担い手育成支援事業担当
〒988-8501 気仙沼市八日町一丁目1番1号
メール申込み： info@numa-ninaite.com（合同会社colere）

場内の桜に包まれながら、すばらし
い環境で音楽を楽しめるイベントです。
是非ご来場下さい。

※当日はコロナ対策のためマスク着用での参加を
お願いしております。
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東北電力ネットワークふれあいギャラリー案内板

気仙沼市民活動支援センターからのお知らせ

センター登録団体の活動を
紹介するコーナーです

□市民活動・NPO運営の相談

会員や資金の不足、事業方法など団体の課題や困りごとの相談

□市民活動・NPOの情報提供

助成金情報や団体情報など市民活動・NPOについての必要な情報の提供

□各種講座・イベントの企画運営

団体のスキルアップのための様々な講座を企画・実施

□NPO法人化についての相談

NPO法人(特定非営利活動法人）の認証申請を行う手順や書類作成についての相談

□団体活動やイベントのPR支援

情報紙「まちづくり通信」、ホームページなどを通じ、団体のイベントや活動内容

を広くPR

3. 登録団体の皆様へ《代表者や連絡先が変更の際は連絡下さい！》

□簡易印刷：白黒 1ページ(製版) 500枚まで100円(用紙はご持参下さい）
□コピー：白黒 1枚10円(用紙不要)
□市民活動・NPO情報紙(県内外）の購読郵送サービス：100円/月
□PR支援の一例
・東北電力ネットワーク株式会社「ふれあいギャラリー」への展示
・まちづくり通信への掲載
・広報けせんぬまへの掲載
・市民活動支援センターホームページへの掲載

新年度を迎え、センターへの登録内容（代表者・事務局など）の変更があった際は、ご連絡下さい。
また、本紙などでのイベント情報の発信も随時行っておりますので、お気軽にご相談下さい！
（例：作品を展示したい！会員を募集したい！イベントの周知を手伝って欲しい！など）

1.センターではこんな支援をしています！

2.登録団体になると利用できること

市民活動支援センターは、市民活動団体・NPOやボランティア活動等の支援と、
市民・企業・行政の協働のまちづくりの拠点として設置されています。皆さんの
活動のお手伝いができればと考えていますので、お気軽にお問合せ下さい！

3月は「一般社団法人気仙沼あそびーばーの会」
さんの展示でした。
本団体は「遊びを通じた子どもの心のケア」を目

的に設立され、大谷地区に常設の遊び場を週5日運
営しながら、食を通じた子どもへの支援として子ど
も食堂を月1回開催しています。また、各所でのイ
ベントの際には出張型遊び場の実施や、地域住民の
交流促進、生きがいづくりを目的とした「匠ななす
びの会」のサポートも行っています。
今回は、団体の紹介と会員の方々による作品の展

示を行って頂きました。

広報けせんぬまへの掲載


