ナーのほか、市民活動団体の皆さんがつながれる交流会などを開催しています。様々な事業を
食を通して楽しみながら学べる講座や、認知症についての正しい知識を学ぶことができるセミ
とめ市民活動フォーラムでは、登米市の旬の食材を使用した創作料理、そば打ち教室などの

ノウハウを活かした、それぞれの地域での居場所づくりを後押し

ＨＰ
電話
住所

http://www.nishiki-kou.jp/

check♪

0220-53-3003

宮城県登米市東和町錦織字雷神山 15-3

しみで
すね♪
錦織地域振興会
（登米市錦織公民館）
楽

降も

来年以

福祉や生涯学習、男女共同参画の分野を中心に活動されています。
施してこられました。現在は若者から高齢者まで、誰もが安心して暮らせる地域社会を目指し、
の拠点として、地域に密着した課題解決に取り組む団体やコミュニティ組織へのサポートを実
までの４年間、登米市が設置する「とめ市民活動プラザ」の運営を担い、登米市の市民活動支援
して、地域の活性化に寄与することを目的に、平成 25 年 3 月に設立。同年 4 月から 28 年 3 月
せる住みよい社会を目指して、多様な分野の市民活動やコミュニティ活動を支援することを通
特定非営利活動法人とめ市民活動フォーラムは、みんなが力を合わせ心豊かに安心して暮ら

理事長

及川 敏弘

氏

とめ市民活動フォーラム

特定非営利活動法人

！
月 開催
毎年 11

「錦織収

」
穫感謝祭

NPO トピックス

今年度は２月２日︵土︶に登米市南方農村環境改善センターで開

バンドには当時の吹奏楽部に所属されていた方が多いそうです︒

催予定︒
心はずむ演奏を聴きに︑
ぜひ皆さん足を運んでみては♪

いづくりにと︑
地域の想いが詰まったイベントとなっていました︒

展開することで、居場所づくりの楽しさ、大切さを体験を通して知ってもらい、そしていろいろ

「もっこりまちの音楽会」

いや生きがいを後押しできれば︒
﹂
と︑
錦織公民館の猪股館長︒
生産者と消費者をつなぐ場であり︑
そして賑わいづくりに生きが

な人とのつながりから生まれた連携による取組にも期待されています。

日時 ： ２月２日（日）13:00 ～ 16:30
会場 ： 南方農村環境改善センター（ホール）

いた南方中学校の吹奏楽部は有名でしたよ﹂
と話され︑アマチュア

「講座に参加された皆さんが学んだノウハウを、それぞれの地域で活かし活躍することが更に地域

が育てた野菜や革細工等の地場産品を販売することで︑やりが

のつながりを生みます」と、及川理事長。
「シニア世代の皆さんが地域で活躍して元気でいることが、

は中学校の吹奏楽部が少なかったが︑町から楽器の援助をいただ

若い世代の皆さんが安心して暮らせる地域をつくるんです」と、熱い想いを話してくださいました。

などのコーナーも設けられていて大盛況でした︒﹁地域の皆さん

今後も地域やサロンで、役立つ講座の開催を企画しているそうですので、ご興味のある方

南方公民館の佐々木館長は﹁実は南方町は音楽の町︒ 年以上前

は、お問合せしてみてください 。

入
場
無
料
どなた ！
でも
OK で
す♪

団体が出演し︑
毎年多くの方が楽しみに来場されています︒

参加

家さんたちとの連携もあり︑
お弁当やスイーツ︑
アイディア雑貨

事業紹介

謝祭﹂
とし︑ 月に変更︒
他にも近隣の飲食店や手作り雑貨の作

そば打ち教室

11

合唱のほか︑市内外で活躍されているアマチュアバンドなど計８

NPO 交流会

PR

動を目的に︑これまで 月に実施していた
﹁暮れの市﹂
を
﹁収穫感

採れたての農産物が自慢！

学生の太鼓演奏︑町内の福祉施設を利用している皆さんらによる

プチ認知症セミナー

場や世代間交流の場として定着し︑今年度で８回目を迎えます︒
小

そばの歴史や、栄養価などを
学び そば打ちを体験

50

12

活

宮城県登米市南方町八の森 40-1

登米市南方公民館
（南方中央地区コミュニティ推進協議会）

錦織地場産品 隊
﹁地域振興部﹂
︶が主催しています︒
地域の方が育てた自慢の野菜や果物などの地場産品の

check♪

0220-58-2167

開催していて︑地域のサークル活動や各種団体の皆さんの発表の

住所

http://www.miyagi-nakakomi.jp/

れました︒
この事業は︑錦織地域振興会
︵＝登米市錦織公民館・

効果的な予防法や、
正しい知識を学ぶ

電話

登米市南方公民館では︑
﹁もっこりまちの音楽会﹂を毎年２月に

市民活動について語り合い
ながら みんなで楽しく

フェイスブックで
情報発信をしています
！

ＨＰ

日︑登米市錦織公民館にて
﹁錦織収穫感謝祭﹂
が開催さ

特定非営利活動法人とめ市民活動フォーラム

フォーラム

NPO 法人 とめ市民
活動

PR

23
11

月

Facebook

﹁もっこりまちの音楽﹂
音楽の町みなみかた
会

メール info@tome-forum.jp

住所 宮城県登米市迫町佐沼字下田中 60-1 コンパスとめ

﹁錦織収穫感謝祭
地産地消を地元で！
﹂

TEL 0220-23-8442

R1.12

地域トピックス

Information

Vol.

35

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

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♪

住所
TEL
FAX
Email
HP
発行月
発行 / 編集

「まるっと！とめ Like」
毎週火曜日 お昼 12:30 から放送中

〒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/
2019 年 12 月
特定非営利活動法人とめタウンネット

10 月 26 日、 登米市平筒沼 YOUYOU 館を会場に 「不登校を考える」 ～子どもが安心して学び育つ～
講演会が開催されました。主催は、登米市にて不登校の子どもたちやそのご家族の方々を支える会 ほっ
とスペース「わっか」。講演では多くのフリースクールや全国不登校新聞社の代表も務める、 NPO 法人
東京シューレ理事長 奥地 圭子氏が、 自らも不登校の子を持つ親として 35 年間に及ぶ “学び～気付き
～行動”に至るその想いや、 「子どもの気持ちでやっていくのが一番！」と、 常に子ども目線を大切に
した取組をご紹介されました。
また、 子どもの不登校によって親が孤立しないよう「親の会」の重要性も唱えています。他の親との
情報交換やつながりを得ることでパワーとなり、 より明るい家庭、 安心できる居場所づくりをしていた
だき、 自分の事で迷惑をかけていると、 悩み ・ 苦しんでいる子どもの不安に対し、 明るく元気に接し
てあげて欲しいとも話されていました。
講演会を企画された、 ほっとスペース 「わっか」 代表の佐藤 和枝さんは 「20 年ほど前に奥地さん
のお話を聞いて、 視野が広がって心がスーッと軽くなったので、 自分
の体験を分かち合えたらいいなぁと思っていたんです！」 と、 熱心に
聞き入る来場者の皆さんを見つめ笑顔がこぼれていました。
●ほっとスペース「わっか」
不登校の子どもや家族が安心して暮らせる地域社会を目
的に、 子どもたちへの居場所づくりや、 家族の方への情
報交換と交流の場づくりのほか、 不登校についての理解
を深めるための勉強会や講演会等を開催。
電話 090-9740-1326 メール sato.kazue8@gmail.com
Facebook でも情報発信中！
「ほっとスペース わっか」
で検索★

地域の情報盛りだくさん！

ぜひ情報をおよせください♪

TOME PLAZA NEWS
「コミュニケーション能力向上」のポイント
様々な活動をしていく中で、重要となってくるのがコミュニケーション能力。この能力は、相手の気持ちや感情をくみ取りながら意思疎通ができる力のことで、
生活していく上でも大切な「人間関係」を築く力です。

コミュニケーション能力の向上は、ひと工夫を加えることや意識をすることが大切。そのポイントをご紹介します。
１．第一印象を良く

第一印象の 93％が視覚情報（顔の表情や服装、身振りなど）、聴覚情報（会話の速さや声のトーン）で決まり、言語情報（会話の内容）は 7％。
最初の「挨拶」はとても大切。笑顔で、いつもより少し高めのトーンでゆっくり話すことを意識する。

２．聞き上手に

相手の話を途中で遮ることなく、しっかりと聴き、言いたい内容を要約して伝え返す。たとえ相手の考え方が間違っていても、一旦は否定せずに
聴き、必要な部分では相槌や頷きを入れ、相手の話した事実・感情を要約してくり返し伝え、話を真剣に聴いているというサインを出す。

３．言葉・話し方を合わせる

相手の知っている知識やレベルに合わせた情報量を伝える。相手がわかる言葉、よく使う言葉で伝えることが大切。
話すスピード、声のトーン、声の大きさ、身振り手振り、表情が時には言葉より強いメッセージとして伝わることを意識する。

４．信頼関係を築く

最初に相手との共通点を見つけることを心掛ける。同じ出身地、同じ学校（中学、高校、大学）を卒業、趣味が同じなど、共通点を見つけること
ができれば、一気に親しい関係になれて、信頼関係を築くことができる。

５．盛り上がる話題づくり

たくさん遊びその話題をストックする。人の話で一番面白いのは、その人の色々な体験談と思われる。テレビや WEB からの情報だけでなく、
遊びや実体験から得たことをストックすることで雑談力が豊富になる。
※一部引用

ピックアップ

フォレスト出版︓コミュニケーション能力向上、Life&Mind＋︓コミュニケーション能力を向上させる簡単な４つの方法とは︖

同じように悩む皆さんとの分かち合いの時間を

エーエー

” アルコホリック” を知っていますか。” アルコホリック” とは、アルコール依存症を抱えている人という意味です。AA 登米ミー
ティングは、飲酒のとらわれから解放されたいと願う人たちの自助グループとして、アルコール問題を解決するためのミーティン
グを月２回、登米市迫公民館を会場に行っています。
「お酒をやめたいという願いがある」ということだけがメンバーの条件。回復に
関する話や、経験を分かち合い、飲まない生き方ができるよう手助けし合うことを目的に活動をされています。
オープン・ミーティングですので、悩みを抱えるご本人のほか、ご家族の方、医療・福祉関係者、AA に関心がある方など、どなた
でも無料で参加することができます。詳しくはとめ市民活動プラザにお問合せください。
同じように悩む皆さんとの分かち合いの時間となる AA 登米ミーティング。
メンバーの皆さんが会場でお待ちしています。
【 AA 登米ミーティング 】 会場

登米市迫公民館（迫町佐沼字中江２丁目６-１） 日時

ラインダンスの魅力を登米で体験︕

毎月第２第４金曜日

19:00 ～ 20:30

ジェイ - パル

アメリカ生まれのラインダンスの普及を目的とし、仙台市を拠点に活動する特定非営利活動法人 J-PAL では、登米市の皆さんにも
ラインダンスの楽しさを体験してもらおうと、登米市内で練習会を 10 回開催してきました。
「きっかけは、昨年行なわれた登米市国際まつりに参加したことなんです」と、元気に話される登米市在住で登米地区担当の髙橋 由香子さん。また
代表の元木 節子さんから「ラインダンスの盛んなアメリカとカナダを姉妹都市にもつ登米市の皆さんに、ラインダンスを知ってもらいたい︕楽しん
でいただきたい︕という思いから、練習会を企画し、民間の助成金の支援もいただけることになり７月にスタートしました」と、経緯をご紹介いただ
きました。練習の成果発表として今年の「登米市国際まつり」にも出演され、皆さん楽しみながら踊られていて、会場もとても盛り上がっていました。
ラインダンスは並んで同じ踊りを繰り返すことで、協調性が生まれ、姿勢も整い健康増進に。
振り付けは世界共通なので、子どもから大人まで、性別に関

み込んで
コードを読 NPO 法人 J-PAL 】
Facebook【 ック♪

係なく楽しめることから、
国際交流・世代間交流も自然に図れるそうです。
新しい事に挑戦するってワクワク︕来年度も登米市での活動を願っています。
【 特定非営利活動法人 J-PAL 】 ホームページ http://jpalnpo.wixsite.com/jpal

とめプラザ活動 NEWS

ェ

の情報をチ

★Facebook でも情報発信中★

「登米市集落支援員及び気仙沼市地域活性化支援員 意見交換会」
11 月 29 日、
「登米市集落支援員及び気仙沼市地域活性化支援員 意見交換会」
が開催され、登米市集落支援員と気仙沼市地域活性化支
援員のほか、
加美町集落支援員、
宮城県からも職員２名が参加され、
計 37 名にて行われました。
はじめに、登米市の地域づくりに係る経緯や集落支援員の取組について、続いて気仙沼市の地域活性化支援員についてを、各々の所管課職員より情
報提供があり、その後は、ワールドカフェ形式にて意見交換・情報共有となる時間に。やはり市によってシステムや拠点施設、そして事業の進め方等
も大きく異なっており、それらを理解しながらスタートとなったため、当初は戸惑いも感じられていましたが「具体的にどんな活動をしているのか」
「事務局との連携や協力体制について」
「予算はどのくらいで」など、徐々に積極的な意見交換がされてきて、後半には「どうしたら参加者が増えるか」
「地域の協力を得るための仕掛けは」などの課題についての話も聞こえており、時間が足りないくらいでした。他の市の地域づくりの取組を知ること
ができたのはもちろんですが、ストレートに悩みを話し、アドバイスを互いにし合いながら、とても有意義な時間を過ごすことができたようでした。

会場︓登米市浅水ふれあいセンター

取り組む地域は違いますが、そこに住む地域の方々を想い活動する支援員の皆さん。課題も困難も沢山ある中、元気な地域の推進が図れ
るよう、今後の活動に期待が寄せられています。

募集 & ご案内
第 19 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︖

日 時：１月 15 日（水）13:30 ～ 15:30
会 場：登米市石越公民館
（登米市石越町南郷字矢作 122 番地 2）
参加費：500 円
＼どなたでもご参加いただけます /
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 ）

第21回夢フェスタ水の里

「正義」受け継ぐ者たちへ
～津山 イナイリュウの伝言～

登米市民が主役の創作劇。
受け継がれる「義の心」を描きます︕
日時：３月７日（土）、８日（日）両日とも 13:30 開演

会場：登米祝祭劇場 大ホール
（登米市迫町佐沼字光ヶ丘 30）
入場料：大人 1,000 円 ( 当日 1,200 円 )
小中高生 500 円 ( 当日 600 円 )

主催： 登米市／登米市教育委員会／
：30 〜
( 公財 ) 登米文化振興財団 （12小ホール）

同時開催「津山宝゛( だから ) 展」

実演 ( ステージ演技 ) と体験会

見学だけでも O

K

郷土芸能伝承体験会
君も・僕も・あなたも 体験しませんか︖

日 時：１月 26 日（日） 【会場】13:00 ～
【開演】13:15 ～ 【体験】16:15 ～
会 場：登米市新田公民館
（登米市迫町新田字小友 65 番地）
参加費：無料！入場無料！
対 象：小学生以上、地域を問わず参加可
主催：新田地区コミュニティ推進協議会 / 登米市新田公民館
共催：登米市 / 登米市教育委員会
お問合せ：0220-28-2037（登米市新田公民館）

安心して悩みや気持ちを話せる場所

ひきこもり女性の自助会
毎月

第３土曜日

女性のひきこもり当事者の集まりです。
抱えている気持ちや悩みを話してみませんか︖

時 間：14:00 ～ 16:00
会 場：登米市迫にぎわいセンター 和室
（迫町佐沼字西佐沼 70 番地）

対 象：ひきこもり女性当事者・経験者
参加費：無料
主
催：ほっとスペース「わっか」
お問合せ：090-6250-3860（佐藤）
メール satoyuki2735@gmail.com

詳しい内容については、主催者 ( 団体 ) へお問合せください

