放課後や長期休暇中には、にぎやかな子どもたちの声が響き渡っています。

宮城県登米市迫町北方字富永 109-2
登米市北方公民館

場

北方地区コミュニティ推進協議会

を登米市中田町で運営。障害のあるお子さん、発達に特性のあるお子さんをお預かりし、
人奏海の杜を設立しました。現在は、放課後等デイサービス「みんなの広場 にこま～る」
2011 年に被災地障がい者センター南三陸として活動を開始。2013 年 2 月に NPO 法

「障がいがあってもなくても
誰もが自分らしく暮らせる地域」を︕
理事長︓太齋

奏海の杜
かな

み

だ ざい

京子さん

きょうこ

もり

特定非営利活動法人
NPO トピックス

て︑親子で︑お孫さんと︑お友達同士でマップを片手に史跡を

知っているようで知らない地域の歴史散策のアイテムとし

した︒

巡ってみてはいかがでしょうか︒

0220-22-2149

問

コミュニティ推進協議会のご案内をお楽しみに！

一人でも多くの子が「にこ」
「まる」な将来を描けるように

https://www.facebook.com/tomekitakou/

FB

﹁観音寺セリを食す会﹂は不定期の開催となりますので︑北方

昨年度は「奏海リノベーションの年」として、赤い羽根共同募金「みやぎチャレンジプロ

した︒

ジェクト」に挑戦し、目標額を上回るご支援をいただいています。太齋理事長は「子どもた

かったお料理に︑皆さんビックリしながらも大変喜ばれていま

ちの“地域を知ろう” “自分たちを知ってもらおう” という気持ちを大切にし、カフェ活動

ました﹂と︑公民館職員の皆さんも反響の大きさに驚いていま

や踊りを通じた社会交流活動を楽しく広く続けていくための資金にさせていただきま

だき︑その後はセリランチ！新しいレシピによるセリを沢山つ

所
米山総合支
山公民館、
登米市中津 ゲットできます♪
で
道の駅米山

内の任意団体の方からは研修に利用したいとのお話しもあり

す」と、今後のビジョンを膨らませています。子どもたちの輝く未来に寄り添う活動を大

まずは︑木村さんから観音寺セリの伝統についてお教えいた

切にする NPO 法人奏海の杜に、暖かいご支援ご協力をお願いします。

て完成︒﹁地元の学校へお届けしたら︑とても喜ばれました︒市

事業紹介

開催︒女性だけではなく男性の方も多数参加されていました︒

にこファーム

など︑地域の方々から沢山のご協力をいただき︑約１年をかけ

毎月第 2 水曜日

観音寺セリを食す会﹂を

かなプロ

にこ Cafe

んの協力を得て︑﹁ 登米市伝統食材

を再発見！！

﹁なかつやま史跡マップ﹂を発行しました︒写真撮影や編集会議

中津山の魅力

ニティ推進協議会︵事務局＝北方公民館︶が生産者の木村寿さ

地域のプロの技を子どもたちに。 中田町の農家さんから畑をお借
笑顔あふれる交流の場です。
りして、栽培活動（農業活動）を
地域の達人を随時大募集中！
子どもたちと一緒にしています。

りの一環として︑地域の史跡を皆さんに知っていただこうと

中津山コミュニティ運営協議会

﹁観音寺セリ﹂を︑多くの方に食してもらおうと北方地区コミュ

宮城県登米市米山町中津山字清水 11-54

中津山コミュニティ運営協議会︵沼田 一夫会長︶は地域づく

一般開放講座を毎月開催。発達
障害についてワークを交えて
楽しく学んでいます。

登米市中津山公民館

登米市迫町北方の南観音寺地区に︑代々受け継がれている

NPO 法人奏海の杜（みんなの広場 にこま～る）

場

0220-55-2533

地域トピックス

﹁なかつやま史跡マップ﹂を作成

hisaitikouen@yahoo.co.jp

メール

宮城県登米市中田町上沼西桜場 32 番地 1

場

問

生産者と消費者をつなぐ﹁ランチ会﹂

http://blog.canpan.info/hsc_kenpoku/

blog

0220-44-4171

問

H30.6

Information

Vol.

へ♪

プラザ
こんな時は

29

一緒に活動してくれる
仲間ができた！

子どもの
つなぎます！
居場所づくりを
したいな…
ります！
印刷機あ
安くコピー
できたらなあ…
ご相談ください！
NPO 法人に
興味あるけど…

登米市のまちづくり情報誌

100 円で 500 枚も
印刷できた♪

TAKE FREE

NPO 法人の立ち上げ方、勉強会、
講座などの情報をもらえた

お気軽
に
ください
♪

ご相談

●MAP
津島神社
イオンスーパーセンター
佐沼店

DCMホーマック
佐沼店

ウジエスーパー
南佐沼店
TSUTA
佐沼店

迫

川

ジョイフル宮城佐沼店
auショップ

デイリーポート
新鮮館佐沼店

ローソン
ENEOS

Facebook

コンテナおおあみ

むかでや
サン

とめ市民活動プラザ
（アルテラスおおあみ内）

●開館時間
●休館日

フェイスブック
Facebook

火曜日～日曜日 /10 ： 00 ～ 18 ： 00
毎週 月曜日 年末年始 （12 月 29 日～１月３日）

やってます

いいね！ & フォロー

ホームページ

を開催。講師に、一般社団法人 筆甫地区振興連絡協議会
出演団体
募集中

ラジオで活動紹介やイベント告知をしよう！
76.7MHｚ

をお願いします♪

5 月 11 日、とめ市民活動プラザ主催 第１回人材育成講座「筆甫地区に学ぶ！地域づくりの進め方」

「まるっと！とめ Like」
毎週火曜日 お昼 12:30 から放送中

事務局長 吉澤 武志氏をお迎えし、丸森町筆

甫地区のこれまでの取組みについてなどご紹介していただきました。
吉澤さんは、「筆甫地区の人口減少や高齢化は登米市よりも数年進んでいる。自分たちの地域は自分
たちでつくる想いと行動力が大切。大きな課題でも互いに助け合い取組めば必ず活路は開ける」と。宮
城県内外から注目される筆甫地区の取組みに、皆さん真剣に耳を傾け、多くの手法やポイントを得られ
たようでした。特に筆甫地区が実施した住民アンケートについては、住民の困りごとやニーズを集計し
分析して取組む点が、参考になったと多くの皆さんから感想が寄せられました。
最後に「今ここで暮らす住民の幸せを追求する役割を地域組織が担っている。人口が減っても、これ

住所
TEL
FAX
Email
HP
発行月
発行 / 編集

〒987-0511 宮城県登米市迫町佐沼字大網 390-15
0220-44-4167
（アルテラスおおあみ内）
0220-44-4877
npo@tome-shiminplaza.jp
http://www.tome-shiminplaza.jp/
2018 年６月
特定非営利活動法人とめタウンネット

からも筆甫で安心して暮らしたいという方々のためにも、事務局や住民が一緒になってやれることはや

だくさん！

地域の情報盛り

りたい」と、熱い想いを頂戴しました。
質疑応答では、失敗した事例、同じ人への協力依頼や住民への負担
についてなど、時間の許すかぎり丁寧に答えていただきました。
同じ地域づくりに取組む側である吉澤さんのお話が、またその姿

ください♪
ぜひ情報をおよせ

勢が登米市の今後の地域づくりの新たな展開に繋がればと願います。

TOME PLAZA NEWS
登米市のこれからを考えて見てください

～人口推移 & 予測ピラミッド～

これまでの 15 年と、
これからの 15 年、30 年は
違ってきます。
人口減少は避けられない現実…
地域に大きな影響を及ぼすのは

人口構成の変化︕

ピックアップ
地域の子どもたちを大切に

したい
という想いが伝わります︕

小学生向けのフリースペースが迫町大網地区でスタート︕
地区の小学生向けに、子ども居場所「ビックネット」が４月から始まりました。子どもたちをあたたかく見守るのは、大網地区民生委員児童
委員の会の皆さんです。毎週月曜・水曜・金曜の３日間、登米市迫町佐沼大網にある有限会社コンテナおおあみの１階をお借りして、子ども
たちが自由に出入りできる安心安全な居場所づくりを目指しています。
大網地区は、大網西・大網東・大網南の３つの行政区に分かれていることから、曜日ごとに分担し、児童委員以外の皆さんもサポート参加
しています。
「居場所づくりをするようになって、外で会っても子どもたちの方から元気に挨拶してくれるようになった」と、児童委員で発案
者の戸田さんは嬉しそうに話します。各地域の行政区長さんや小学校のご協力もいただきながら、各家庭にお知らせのチラシを配布し、毎回
多くの子どもたちが宿題や勉強、おしゃべりに大賑わいです。

運営︓大網地区民生委員児童委員の会

下校後の子どもたちを見守る活動が、地域の安心安全と、顔の見える関係づくりへと確実に繋がっています。
開催日：毎週 月・水・金曜日

時間：午後３時 30 分〜午後５時 30 分

場所：コンテナおおあみ１階（迫町佐沼字大網 218-1）

とめプラザ活動 NEWS

NPO 法人向け「定款変更実務講座」を開催
4 月 13 日、NPO 法人向け「定款変更実務講座」を 所管課の登米市企画部市民協働課のご協力をいただき開催しました。

NP

定

O法

10/
改正 1 施行
NPO
法
人

款

始めに、プラザスタッフから平成 28 年 6 月改正 NPO 法のポイントについて説明し、特に「貸借対照表の公告」が義務化
されたことによる定款変更の仕方や、総会議事録の内容について重点的に行い、届出書類等の確認もしました。その後は
各法人からの質問や相談に対応させていただき、現状を知る機会にもなりました。
法人化によって社会的信用を得て、
更に高めていくためには、
事業評価と併せ的確な情報提供が求められています。
スムーズな事業運営のためにも、
事務処理は迅速に行いましょう︕

無料専門相談会 相談員のご紹介︕

地域活動、市民活動、まちづくりなど、皆さんの活動に役立つ相談会を毎月開催しています。

「まちづくり・地域づくり・市民活動
無料相談会」

「助成金 無料相談会」
認定 NPO 法人 地星社
代表

「デザイン無料相談会」
シーアーツ株式会社

NPO 法人まちづくり政策フォーラム

布田 剛 氏

理事

佐々木

足立 千佳子氏

祐未 氏

Q. 助成金を受けやすくするためには？

Q. 周知の仕方、参加者を増やすためには？

Q. 目を引くチラシを作りたい

A. 申請書の書き方にはコツがあります！

A. 効果的なアプローチの仕方があります！

A. 色使いやレイアウトについてアドバイスします！

いろいろな分野の専門家をお招きし、相談会を開催していきます。皆様のご参加をお待ちしています。
プラザからのご案内をおたのしみに～♪

募集 & ご案内
まちづくり、地域づくり、市民活動など

無料相談対応
毎月開催！ 場所：とめ市民活動プラザ

個人でも団体の方でも
組織の方でも、疑問や悩みなど、
専門の相談員が対応いたします︕

お気軽にどうぞ♪
主
催：とめ市民活動プラザ
要予約
お問合せ：0220-44-4167
登米市迫町佐沼字大網 390-15

医療者・介護者・福祉者のための
第

5回

ケアカフェ とめくり
テーマ：「教育」～職場で・地域で・学校で～

カフェを訪ねるように気軽にご参加ください。

日 時：9 月 7 日（金）19 時～ 21 時
場 所：coFFee doctors
( 登米市迫町佐沼中江 3-8-1J・Y ビル１階 )
参加費：200 円～
対 象：誰かを思いやる側に立ってる人すべて
持ち物：名札、名刺、マグカップ、笑顔
要予約
主 催：とめっくりーず
メ ー ル ：tomekkurys2017@gmail.com
Facebook とめっくりーず

Facebookｲﾍﾞﾝﾄﾍﾟｰｼﾞから
お申込みできます！

定例会

ほっとスペース わっか
毎月

第４水曜日

第 11 回オレンジカフェ

要予約

癒しの音楽カフェ
ひととき

ちょっとでいいから癒される時間が
欲しいと思ったことありませんか︖

時 間：10 時～ 12 時
場 所：迫にぎわいセンター
（登米市迫町佐沼字西佐沼 70）
参加費：200 円

日 時：9 月 9 日（日）13：30 ～ 15：30

不登校や子育てに不安のある方、関心のある方、
お茶を飲みながら ほっとしませんか︖

参加費：500 円

主
催：ほっとスペース わっか
お問合せ：090-9740-1326（佐藤）

場 所：道の駅米山「ふる里センター Y・Y」
( 登米市米山町西野新遠田 67)

主
催：癒しの音楽カフェ・Now or Never
お問合せ：0220-22-1152
（登米市迫地域包括支援センター 担当：佐藤）

詳しい内容については、主催者 ( 団体 ) へお問合せください

