てを周りたいです﹂
と職員の皆さんも楽しそうでした︒

住民の皆さんが話され、
皆で共有することで地域の団結力にもつながっているようです。
り人には役職や肩書はいりません。
地域への想いや過去の体験談を聞き、みんなで地元のこ
の影響で、
残念ながら４月以降中止が続いていますが、
これまで 110 回を数えます。
「しゃべ
業など、各々自由なテーマを持ち寄り毎月開催されてきました。
新型コロナウイルス感染症
話を聞く会です。
新田地域に関わる方なら誰でも”しゃべり人”となり、地域、農、食、教育、産

で検索
「米川チャンネル」
YouTube も公開中！

HP

電話
住所

0220-53-4155
http://miyagi-yonekawa.com/

宮城県登米市東和町米川字四十田 25 番地 1

米川地域振興会
（登米市米川公民館）

発足から 10 年以上続いている同会主催の
「新田しゃべりば倶楽部」
は、地域住民の方のお

日ごろ
か
ら
の
備えが
大切です
ね

信と誇りをもち次世代につないでいく地域づくりの推進に取り組まれています。
する事業のほか、環境保全や子どもの健全育成・社会教育の推進など、地域の皆さんが自
周辺地域の豊かな資源である人、もの、環境等を多角的に調査研究し、新たな価値を創造
行うため、平成 22 年１月に NPO 法人新田あるものさがしの会を設立しました。
と平成 18 年に地元有志で発足し、更なる地域資源の発掘や地域活動、まちづくりの支援を

及川

昌義

域﹂
を目指します︒

新田あるものさがしの会は、登米市迫町新田地域のさりげないものに価値を見つけよう

理事長

説︒
行政と共にあらゆる想定を重ね﹁誰一人取り残さない米川地

と身近なものに目を向けることで、地域の宝と魅力の再発見につながれば」と及川理事長。

﹁公民館に来てもらうばかりが事業ではなく︑普段来れない方

また、地域のシンボルである JR 東日本 東北本線 新田駅の魅力を探る写真展「新田駅

も近くの集会所施設なら歩いて行けるとの声もあり︑ 行政区全

のある風景写真展～駅との思い出～」が、登米市伊豆沼・内沼サンクチュアリセンター（淡

練習を重ね︑
自ら紙芝居を行ったところ︑
大変好評でアンコールも︒

水魚館）にて開催中です（同法人主催）。開業 126 年、東北本線の中でも最も古い駅舎とさ

早い行動の重要性を強く意識づけられるものになりました︒
振興会の佐藤裕孝会長は﹁災害時は地域の 共助 が大切！﹂と力

れる新田駅の歴史を振り返り、長く後世に伝えていこうと企画。当時の駅舎や、歴代駅員

ボランティアの派遣が中止に︒
そこで機材を借り︑同公民館の職員が

の集合写真、開業 100 周年時の様子などの写真のほか、歴史を記した貴重な資料の数々

小人数での集まりや
お茶っこ会、ミニデイ、子ども会に♪

芝居を楽しんでもらいたいと企画︒
しかし︑感染症対策のため博物館

が展示されています。展示会は９月 30 日までですので、ぜひ足を運んでみてください。

が隣地区にある公民館になる課題も︒
平時から各自確認することや

● 新田駅のある風景写真展
～駅との思い出～

地区内の公共施設が全て想定区域に設置されているため︑
避難場所

事業紹介

当初は︑登米市歴史博物館が行う出前講座を利用し︑昔懐かしい紙

● 新田しゃべりば倶楽部

マップにて浸水・土砂災害想定箇所について説明を受けましたが︑

何でも話し合える交流の場づくり

を目的に︑
各行政区に呼びかけ開催しています︒

● 新田・食の文化祭

いることもあり︑地域の方々︑そして職員との交流を深めること

役になり
き
話してい って
ます！

魅力を探る思い出の写真展

各家庭で受け継ぐ郷土料理の共有

12

て﹂
の情報提供があり︑昨年の台風被害を再確認︒
続いて︑ハザード

中央地区コミュニティ推進協議会
（登米市南方公民館）

特定非営利活動法人新田あるものさがしの会

タートしました︒多数が集まるイベント等をコロナ禍で中止して

宮城県登米市南方町八の森 40 番地 1

長︑
自治会長はじめ︑
地域住民の皆さんが参加されていました︒
初めに行政から
﹁令和元年台風 号の被害状況と避難行動につい

住所

0220-58-2167
check♪
http://www.miyagi-nakakomi.jp/

町中央地区コミュニティ推進協議会︵登米市南方公民館︶がス

住所 （事務局）登米市迫町新田字前沼 149-7 ㈲伊豆沼農産内

電話
HP

地域づくり事業の新しい取組として
﹁出張！出前講座﹂
を︑南方

MAIL arumono-ml@izunuma.co.jp

0220-28-2987

氏

まさ よし

新田あるものさがしの会

特定非営利活動法人
NPO トピックス

”

19

米川地域振興会 登
( 米市米川公民館 で
) は︑ 月 日に︻米川
地区
﹁防災講座﹂
︼
を開催︒
同振興会の環境部が企画主催し︑行政区

FAX

みなさん こんにちは﹁出張！出前講座﹂

0220-28-2986

27
８

地域トピックス

防災意識を地域みんなで高める

TEL

”

R２.９

Information

Vol.

38

プラザへ♪

こんな時は

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…

とめ市民活動プラザニュース

TAKE FREE

100 円で 500 枚も
印刷できた♪
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
TSUTAYA
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

とよま

９月２日、「子育てをもっと楽しく♪プレママ赤ちゃん勉強会」が登米町にある” みんな
テトテ

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

ホームページ

出演団体
募集中

のカフェ tetote” にて開催されました。初めての妊娠で不安なプレママとベテランママた
ちが交流し楽しく学べる機会をと、みんなのカフェ tetote と手のひらに太陽の家が主催。
３回目となる今回は、
９月１日が防災の日でもあることから
「防災ママカフェ」
と題し、
ゲストに、
た
かの DIY スタジオ 髙野ひろみ氏・髙野香梨氏、トナリのほいくし そね やすこ氏を迎え、災害時にお

ラジオで活動紹介やイベント告知をしよう！

ける妊婦・乳幼児連れの避難や備え等、ママ目線の防災について学びました。
いざという時のサバメ

76.7MHｚ

シ ( サバイバルメシタキ ) の実演、地震に備えての家具の固定、新生児のトートバックを活用しての

いいね！ & フォロー

「まるっと！とめ Like」

毎月第２第４火曜日 お昼 12:30 から放送中

をお願いします♪

避難方法、車中泊避難のポイントのほか、登米市ハザードマップの警戒レベルや表示などの見方と避
難経路の確認をしました。
最後には市販の非常食とサバメシの試食もあり美味しくいただきました。

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/
2020 年９月
特定非営利活動法人とめタウンネット

主催者の菊地さんは現在妊娠されていて、知人にも妊娠中の方もおり「この時期だからこ
そ！」
と、
企画をされました。
次回は 10 月に
「おうちパン離乳食教室」
を予定しているとのこと。
（要予約）
ご興味がある方、
ぜひ参加してみては。
● お問合せ / ご予約 みんなのカフェ tetote
TEL 080-8159-2716（火水木土日 ： 11:30 ～ 16:30）
FB
https://www.facebook.com/cafetetote/
住所 登米市登米町寺池辺室山 17 番地 1
主催 / みんなのカフェ tetote ・ 手のひらに太陽の家

参加費、詳細は、
みんなのカフェ tetote

地域の情報盛りだくさん

！

FB をチェック！

ぜひ情報をおよせ

ください♪

TOME PLAZA NEWS
ご縁は待っていても届きません︕「結婚相談会・結婚茶話会」

ピックアップ

NPO 法人ハピふるネットでは、登米市結婚活動支援事業として「結婚相談会・結婚茶話会」を開催しており、登米市をはじめ全国的
に問題となっている少子化、未婚化・晩婚化に少しでも歯止めをかけられればと尽力されています。
結婚相談会は、結婚を希望されるご本人、ご家族からの相談対応を毎月 1 回行っていて、
「出会いの機会がない…」
「本人にその気が
無くて…」が、相談内容の多数を占めているとのこと。現代の社会状況を踏まえながら長年の経験によるアドバイスをされています。
結婚茶話会は今後２回の開催を予定していて、年齢、性別に関係なくカフェのような気軽な雰囲気で恋愛談義などを自由に話しな
がら楽しい時間を皆で過ごしていただきたいとのことです。未婚、既婚に関係なくどなたでも参加することができます。
※結婚相談会・結婚茶話会は、
結婚相手を紹介するものではありません。

ご縁は待っていても届きません。ご結婚を考えている皆さん、あなたも一歩踏み出してみませんか。

結婚相談会

茶話会

〇要予約。 ご予約はお早めに♪

【お問合せ / ご予約 / 主催 】

特定非営利活動法人ハピふるネット

TEL

〇予約不要。 入退場自由！ご都合が良い時間にどうぞ♪

第２回茶話会 11/15( 日 ) 10:00 ～ 15:00
第３回茶話会 ２/21( 日 ) 10:00 ～ 15:00
会場 迫にぎわいセンター 正面入口となり交流ホール

10/18( 日 )、11/15( 日 )、12/20( 日 )、１/17( 日 )、２/21( 日 )、３/21( 日 )（毎月第３日曜日）
午前の部 10:00 ～ 10:45、11:00 ～ 11:45 / 午後の部 13:15 ～ 14:00、14:15 ～ 15:00
会場 迫にぎわいセンター 研修室３別棟

070-5474-4683（担当︓伊藤、千葉）

QR コード

HP https://www.happyfullnet.com/

動画配信（YouTube）で、地域情報や市民活動を発信︕

YouTube は世界最大の動画共有サービスで、
無料で視聴・利用することができます。
（通信料は別途かかります）
ぜひ、
皆さんもチェックしてみてください。
チャンネル名

QR コード

チャンネル名

米川チャンネル

山本直子
「山本直子

QR コード

オレンジチャンネル」 で検索！

オレンジカフェ（認知症カフェ）癒しの音楽カフェ Now or Never 実行委員会で
は「オレンジチャンネル」を８月よりスタートしました。これまで、市内の介護施設や
公民館などを会場に、プロの音楽演奏が聴けるミニコンサートと認知症セミナーを組
み合わせたカフェを２カ月に１度開催していましたが、新型コロナウイルス感染症の
影響で３月より中止に。新たな取組として同実行委員会メンバーでピアニストの山本
直子さんの YouTube チャンネル内で配信をスタートしています。

登米市企業 CSR のご紹介

米川地域振興会（登米市米川公民館）では、米川地域の歳時記をお
伝えする取組として５月より「米川チャンネル」を開設しています。
公民館での事業の様子のほか、地域の豊かな自然を事務局の皆さん
が紹介しています。
また、米川地区で毎年開催されている伝統行事「綱木之里大名行
列」が今年は中止となったため、特別映像を同チャンネルにて公開
しています。
QR コード

特別映像の詳細は、
登米市米川公民館 HP 内の
地域おこし協力隊ページへ

市内の企業が取り組む CSR「企業の社会的責任」
（地域貢献活動）

とめ市民活動プラザでは、企業の皆さんが地域活動への参画、NPO との協働など、円滑で良好な連携となるようにお手伝いをしています。

株式会社ダイナム 中田店

＃社会貢献 ＃地域とのつながりづくり ＃街と生きる

全国各地に 400 以上の店舗がある「ダイナム」では、社会貢献活動に積極的に取り組まれていて、9/1 ～ 9/10 の間に全国のパチンコ
業界関係者が一斉に日本全体をきれいにする「全国クリーンデー」
（日遊協社会貢献・環境対策委員会主催）に、ダイナム全店舗が参加し
ました。市内のダイナム中田店でも店舗前の国道 346 号線の歩道の清掃を行っています。

CSR
CSR

●地域コミュニティ組織との連携
浅水地区、宝江地区、石森地区のコミュニティ運営協議会の事務局である各ふれあいセンターと連携した奉仕作業や
イベント等への協力を実施。今後も積極的に実施予定。

●店舗周辺の清掃

株式会社ダイナム 中田店

駐車場や歩道のゴミ拾いなど、店舗近隣の環境美化に取り組む。

ダイナム中田店を拠点とする地域共生担当の佐々木さんは「地域貢献活動に参加することで、地域住民の方とふれあえる機会も増えまし
たし、何より地域がきれいになっていくのが嬉しいです。ダイナムが各地域でこれまで営業できているのも地域の皆様のお陰です。これか
らも様々な活動に取り組んでいきます。」と話します。また、佐々木さんは中田店の他、宮城県の県北店舗、岩手県の県南店舗の合計 13 店舗
を担当されていて、毎月それぞれの店舗で活動を実施しています。

とめプラザ活動 NEWS

住所 登米市中田町石森字野元 99 番地 1
TEL 0220-34-7690
FAX 0220-34-7692 QR コード
【ダイナムグループの地域貢献ブログ】
http://dynam.lekumo.biz/dynamblog/

開催した講座のご紹介♪

「ファシリテーション講座」

「連続オンライン勉強会」

７月・８月、Zoom を活用した計４回のオンライ
ン勉強会を小規模多機能自治推進ネットワーク会議
（事務局︓島根県雲南市役所）が主催し、とめ市民活
動プラザでも施設内に登米サテライト会場を設け、
コロナ禍での「これまで」と「これから」の情報共有を
し、
みんなで考えるとても良い機会となりました。

「コロナ禍における小規模多機能自治を考える連続オンライン勉強会」
主催︓小規模多機能自治推進ネットワーク会議 / 協力・運営︓IIHOE［人と組織と地球のための国際研究所］

ＮＰＯ等における専門家相談支援事業助成金
助成金交付申請期限 令和３年２月８日（月）まで

新型コロナウイルス感染拡大の影響により活動の自粛を余儀なくされた宮城県内
のＮＰＯ等に対し、活動の継続のために必要な専門家への相談に要する経費の一部
を助成します。
[ 助成対象者 ]
ＮＰＯ法人、公益社団・財団法人、一般社団・財団法人（非営利型法人に該当する法人に限る）
[ 助成上限額，助成率 ]
１団体当たり５万円を上限とし、４分の３に相当する額を助成

９月 10 日、第３回登米市地域づくりミーティン
グにて、地域づくり・社会教育事業を担当する集
落支援員、公民館等の職員の皆さんを対象に、
「ファシリテーション講座」を開催し、会議・話し
合いの場で意識したいポイントや、有意義な会議
の進め方について学びました。

講師︓株式会社ばとん 代表取締役 / 地域社会デザイン・ラボ 代表
主催︓登米市 / とめ市民活動プラザ

遠藤 智栄 氏

[ 専門家相談のお申込から助成金交付までの流れ ]
専門家相談を希望する団体は、原則として事前にお申し込みが必要です。申込書及び必要書類の
ほか電話等によるヒアリングを行い専門家の紹介の可否について決定します。
助成金の申請は、専門家への相談費用のお支払い後となります。
※詳しくは、下記法人へご確認ください
＼原則として事前にお申し込みが必要です／

認定特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる
QR コード
TEL︓022-791-9323
MAIL: npo@yururu.com
HP︓https://www.yururu.com/

特定非営利活動法人せんだい・みやぎ NPO センター
TEL︓022-264-1281
MAIL: minmin@minmin.org
HP︓http://minmin.org/
QR コード

