ど、多様な「学び」にも積極的に尽力されています。
元気な高齢者の暮らし方についてや、次世代の高齢者福祉を担う学生への啓発や人材育成な
また、10 年・20 年後を見据えた、高齢化社会に対応していくための取組として、いつまでも
域社会を創ることを目指し活動されています。
齢者福祉事業を通して、利用者の皆さんとともに成長し、支えあいながら生活できるような地

太布 磯雄氏

講師

及川 憲治氏

講師

時を知
る
方
から
話を聞
ける
貴重な
機会！

ら介護保険事業（デイサービス）・宅老事業（宅老所）をスタート。｢チャレンジ｣を合言葉に高
特定非営利活動法人さくらんぼくらぶは、平成 15 年７月に法人を設立され、同年 10 月か

理事長

熊谷 由紀

当

氏

さくらんぼくらぶ

特定非営利活動法人
NPO トピックス

授賞式後︑協議会の浅野会長と大瀧館長が表彰の報告にと︑当

右・大瀧館長
左・浅野会長

佐沼地区コミュニティ推進協議会
（登米市迫公民館）

地域住民のニーズ 課
(題 に
) 対する取組と共に評価されています︒

プラザにご来館いただきました︒
受賞おめでとうございます！

check♪

宮城県登米市迫町佐沼字中江二丁目 6 番地 1

災訓練・合同運動会など︑地域と学校の関係密度が高く︑その他の

ぼくたちもいるよ♡

「安全に」
「元気で」
「楽しく」生活出来るような地域社会を目指して

住所

と︑
地元老舗店の和菓子がふるまわれ︑
こちらも好評でした！

熊谷理事長の「介護福祉の道」へのきっかけは介護サービスが必要となった自身のおばあさん

0220-22-7324

電話

また︑登米市バリスタボランティアの皆さんによるコーヒー

へのサポートからだそうです。その後「地域のために！」の想いも膨らみこの道に。現在は、管理者・

登米市教育情報サイトで情報発信中！

傾けていて︑
ちょっとタイムスリップした時間でもありました︒

生活相談員・介護員など、何役もこなしながら利用者の皆さんやそのご家族を支えています。一方

れていた高齢者ご夫婦など︑いろいろな世代の方が楽しげに耳を

で、きらめき認知症トレーナーの認定を得て、認知症の方への理解を深める出前セミナー活動も

公民館と協働で行う子ども育成事業の他︑地元小学校と連携した防

されています。地域自治会や老人会、各事業所などから認知症予防等の講師依頼も多く、発症を遅

昔をあまり知らない若い女性の方や︑懐かしい風景を思い出さ

延させる方法や、早期発見・早期対応の重要性などについて講演されていて、大好評のようです。

親しみを持てる環境づくりを進めています︒
また事業では︑市内の

また、登米市内でこれまで数回開催されている異業種連携による認知症カフェ「癒しの音楽

りについてなど︑
興味深い情報をたくさん提供されていました︒

カフェ」には、法人としての協力のほか、実行メンバーとして運営にも関わり、参加された皆さ

米山公民館は 住｢民参画型の公民館 を｣目指し︑誰もが利用し易く

んの介護の悩みや疑問など個別相談対応を行うなど、多方面で活躍されています。

力され︑戦後以降からの暮らしぶりや︑文化活動を通したまちづく

認知症に係るセミナーはご要望に合わせて開催可能とのことですので、ご関心のある方は

千館以上の公民館の中から今年度は 館が選ばれています︒

子ども事業

さくらんぼくらぶまでお問合せください。

こらし︑
地域住民の学習活動に大きく貢献しているとして全国 万

「T ・ Y ・ C」

3

の文化・歴史部の皆さんが主体となって行われています︒
今回は︑古き佐沼地区をよく知る地元の方 名が講師として協

認知症予防セミナー

活動紹介

75
2

23

れました︒
毎年様々なテーマを設け︑地域づくり事業実行委員会

認知症カフェ

館 指( 定管理者：西野コミュニティ運営協議会 が) 受賞されました︒
昭和 年度から続くこの表彰は︑
特に事業内容・方法等に工夫を

他地区
交流が との連携で
図れま
すね♪

1

﹁佐沼の文化史を知る﹂
︼
が開催さ
催
︻さぬまの文化・歴史 講演会

宮城県登米市米山町西野字的場 181 番地

住所

登米市米山公民館
（西野コミュニティ運営協議会）

介護の悩みや疑問などの相談対応！

デイサービス

check♪

文部科学省﹁令和元年度 優良公民館表彰﹂を︑登米市米山公民

フェイスブックで
情報発信をしています
！

早期発見・早期対応が重要！

0220-55-2426

電話

１月に佐沼地区コミュニティ推進協議会︵登米市迫公民館︶主

Facebook

特定非営利活動法人さくらんぼくらぶ
楽しいレクリエーションが
たくさん！

登米市教育情報サイトで情報発信中！

さくらんぼくらぶ

地域トピックス

開かれた施設運営 ﹁優良公民館表彰！﹂

メール npo.sakuranbo.club@gmail.com

住所 宮城県登米市迫町佐沼字下田中 55-2

﹁さぬまの文化を知る﹂ 手作り講演会！

TEL 0220-23-0266

R２.３

Information

Vol.

36

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

登米市新田公民館にて「令和元年度 新田地区郷土芸能伝承体験会」が 1 月末に開催されまし
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

ラジオで活動紹介やイベント告知をしよう！
76.7MHｚ

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♪

た。地域の「郷土芸能」を紹介し、活動をより盛り立てることを目的に、新田地区コミュニティ
推進協議会が主催。今年度で２回目となるこの体験会には市内外で活動されている４団体と、
「郷土芸能」に興味・関心を持つ多くの市民の方々が参加されました。
各団体の演舞の披露後に団体ごとに体験会が行われ、文字通り手取り足取り指導を受ける子
どもたちの様子は、昔からそしてこれからも大切な地域の在り方のひとつと思われます。
郷土芸能は、人々の豊かさ・安全・豊作など、たくさんの想いが込められています。これまで
多くの方々の努力により継承されてきましたが、様々な事情により伝統を繋ぎ・継ぐことが困
難となってるのが現状とのこと。次の世代が郷土芸能に実際に触れられる機会創出をコミュニ

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３月
特定非営利活動法人とめタウンネット

ティ組織が担うことで、持続可能な地域を目指す『地域づくり』につながっています。

だくさん！

地域の情報盛り

● 新田地区コミュニティ推進協議会 登米市新田公民館
電話

さい♪

ぜひ情報をおよせくだ

0220-28-2037

は
最新情報
ック！
HP でチェ

住所

登米市迫町新田字小友 65 番地

【登米市新田公民館 ホームページ】

http://hasama-nitta.com/
体験会の様子を、とめ市民活動プラザの HP でも公開しています！

TOME PLAZA NEWS
NPO 法人 ～監事の役割を再確認しましょう︕～
多くの法人では、これから年度末を迎え、報告書作成・監査・総会と、事業や活動以外にも多忙な時期になってきますので、余裕をもったスケジュールを組みましょう。
そして監事が行う『監査』についても再確認をし、法人の透明性を高めていきましょう。

監事の役割とは

監事は NPO 法人の業務および会計の監査を行います。監査によって、法人が法令または定款に違反していることを発見したら、
総会を招集したり、所轄庁に報告するという重大な役割があります。

業 務 監 査

法律や定款に則って運営されているか等を確認します

会計監査

会計が適切に行われているか、経営状況等を確認します

代表的なポイント
・通常総会をＮＰＯ法・定款に基づいて開催しているか
・総会は定足数を満たしていて、成立しているか
・理事会は定款に基づいて開催され、議事録があるか
・報告書を毎年、年度終了後３ヶ月以内に提出しているか
・資産の総額の変更があればその都度登記しているか
・法人税などの滞納はないか 等

報告書の作成

代表的なポイント
・決算が理事会で承認されているか
・期末の現金・預金残高が合っているか
・借入金をする際に、適切な会議体により決定され、
返済の計画通りに返済しているか
・支払いの帳票など証拠書類はきちんと保存されているか 等

会計報告書だけを見るのではなく、事業報告書と内容が一致しているかも確認し、監査の実施後、報告書を作成します。報告書には監査の方法、
監査により行った指摘事項の内容、そして、監査の結果、会の業務執行状況と財産の状況が適正に報告されているかを記載します。この報告書
は、総会の際に議案書に含めて、会員に対して監査の結果を報告します。
※ 参照︓特定非営利活動法人シーズ「ＮＰＯ法人の監査の方法～監事の役割を理解しよう」

ママ同士の「交流」「情報交換」「助け合い」を育む︕

ピックアップ

登米市内の各子育て支援センターの予定を中心に、子育て中のママさんが集えるおでかけ情報をまとめた情報共有サイト「とめま
ま」が注目されています。とめままはイベント情報以外にも、市からの子育てに関する各種案内や、ママ自身が講師として活躍されてい
る様子、そしてゆったりできるママのための居場所情報など、子育てに役立つ内容を幅広く発信しています。
登米市の子育て支援を牽引する NPO 法人すくすく保育研究所からのサポートをいただきながら、情報発信の他にも女子力 UP にもつながる
ワークショップの企画や運営、保健師や栄養士との意見交換会の開催、ママ達がやってみたい講座の手助けを行うなど、事務局の皆さん自身も
楽しみながら活動されているとのことです。とめまま事務局の沼倉さんは、結婚を機に登米市で子育てをしてきた経験から「子育て中は孤独に
なりがちで、外に出る事がなにより大事なんだなって皆さんの笑顔を見て思いますし、初めて参加された方同士が意気投合する姿を見るとうれしく思います︕」と、笑顔で話されます。
これからも子どもと一緒に楽しめるイベントや、マルシェなどを企画していきたい︕とのことですので、HP や Facebook での情報をお楽しみに︕
【 とめまま事務局 】 HP https://www.tomemama.com/

メール tome.mamagoto@gmail.com

Facebook

Facebook で
ク♪
「とめまま」をチェッ

とめまま

地域づくり活動の活性化と共有を図る
1 月 22 日、
令和元年度
「地域づくり事業事例発表会」
が開催されました。
（ 主催︓登米市 / 共催︓とめ市民活動プラザ ）
今年度は、宮城大学 准教授 小地沢 将之 氏をアドバイザーにお迎えし、地域づくりを進めるコミュニティ組織から３団体、そして
「登米市地域協働まちづくり事業補助金」
を活用した
１団体から各事業内容を発表していただきました。
各団体とも事例紹介と併せ、事業実施の経緯・効果・反省点・今後の課題なども盛り込まれていることで工夫や苦労も伺われ、参考
になる発表会だったと好評でした。
最後に小地沢先生から「参加を強制して追い詰めてしまうのではなく、生活者にとっての関心事を思い浮かべながら仕掛けづくりをしていくことで
自主的に参加してくれるように促していくことが大事」
と、
地域事業の参加者や協力者減少の課題についてアドバイスを頂戴しました。
今回発表された皆さん、
大変お疲れ様でした︕
アドバイザー︓宮城大学 事業構想学群
准教授 小地沢 将之 氏
錦織地域振興会

上沼コミュニティ運営協議会

とめプラザ NEWS

吉田コミュニティ運営協議会

「これは自分たちで出来るのでは︖
という発想を持ちましょう︕」

特定非営利活動法人
すくすく保育研究所

地域活動・市民活動に生かせる講座を開催しています︕

お金の管理の
仕組み講座
＆
個別相談会

マネジメント講座
- 将来につながる人材育成のために ファシリテーション
初級講座

講師︓平野由紀子税理士事務所 平野 由紀子 氏

講師︓地域社会デザイン・ラボ 代表 遠藤 智栄 氏

講師︓経営コンサルティング波多野事務所 代表 波多野 卓司 氏

お金の管理についてや、不正を防ぐための仕組みづくり

ファシリテーターの役割や、グループワークの基礎について

良好な人間関係のつくり方や、コミュニケーションの大切さなど

募集 & ご案内
第 21 回オレンジカフェ コラボレーション

癒しの音楽カフェ

とてん

要予約

宮城県登米市・小規模多機能介護施設

in みんなの家

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︖

日 時：５月 23 日（土）13：30 ～ 15：30

主

催：オレンジカフェ（認知症カフェ）
Now or Never 実行委員会
お問合せ：0220-22-1152
（登米市迫地域包括支援センター ）

市民手作りの絵画展「登展」では、
個性豊かな力作が勢ぞろい！

日 時：４月 30 日 ( 木 ) ～５月５日 ( 祝 )
9：30 ～ 17：00( 最終日は 15︓00 まで )
会 場：登米祝祭劇場 小ホール
出展者募集中！

申し込み締め切り︓４月12日（日）

●作品規格︓日本画・洋画等のオリジナル作品／テーマは自由
●サイズ︓原則 40 号まで／作品は額に収め、額紐を付けること
●出展資格︓満 18 歳以上の方／１人 3 点まで
●出展料︓１点につき 1,000 円

主 催：( 公財）登米文化振興財団
お問合せ：0220-22-0111
登米市迫町佐沼字光ヶ丘 30 登米祝祭劇場内

毎年 4 月 2 日は、国連の定めた世界自閉症啓発デー

世界自閉症啓発デー inとめ
作品展 を開催︕

展示
期間

3 月 27 日 (金) ～４月９日 (木)

76.7MHｚ

第２第４火曜日 お昼 12:30 から放送中！

活動
PR

場所：イオンタウン佐沼 専門店通路

世界自閉症啓発デーにあわせ、
パネルと作品を展示します︕
皆さまのご理解とご支援をお願いします☆
（店舗営業時間内の展示。最終日は 17 時まで）

主 催：世界自閉症啓発デー in とめ実行委員会
お問合せ：事務局 NPO 法人奏海の杜
0220-44-4171
または、とめ市民活動プラザへ

とめ市民活動プラザ企画

「まるっと⊡とめ
・ Like」
イベント
案内

募集
お知らせ

出演団体も募集中！
お申込み
で
こちらま

会 場：みんなの家 錦織
（登米市東和町錦織字内ノ目 14）
参加費：100 円 コラボ特別価格

入場無料！
第 16 回登展
～登米市民ふれあい美術展～

0220-

44-4167
（とめ市民活動プラザ）

※費用はかかりません
登米市内の公益活動が対象

詳しい内容については、主催者 ( 団体 ) へお問合せください

