運営協議会︵登米市米山公民館︶が取り組んでいます︒プロ
ジェクト参加メンバーは米山町西野地区に住む 代から
代 の 子 育 て 世 代 の 皆 さ ん︒昨 年 は 準 備 期 間 と し て ワ ー ク
ショップなどを行い︑﹁こんなことをしてみたい！﹂などの
提案や身近な困りごとを掘り起こすなど︑交流も図りなが
ら地域に目を向けた意見交換を重ねてきました︒
西野地区は 地区で構成されていることから︑集落支援
﹂とネーミングし︑各
員の首藤さんが﹁グループ ﹂＝﹁
地区から参加してもらうことで︑地域の声をまんべんなく
拾えるようにと企画したそうです︒
今年度も引き続
きサミット︵話し合
い︶を重ね︑子ども
も大人も楽しめる
新たなお祭りやス
ポーツ大会などの
イベント︑課題解決
につながる事業等
も検討していきま
す︒
30

西野コミュニティ運営協議会

G
10

みんなで楽しめる
スポーツを！

通学路が暗くて
心配…

夏 ・ 秋祭り

10

若者による地域づくり G10 サミット

クしてみてください。また、塾生たちが行う奉仕活動の場所等も募集していると
ポートしているほか、
地元企業の皆さんの協力を得ながら 2 期目を迎えています。
るよう取り組まれています。
市内小中学校の約 20 名の先生方もスタッフとしてサ

登米市迫町森字西表 195 番地

住所

HP

（登米市森公民館）

森地区コミュニティ推進協議会

て、人との関わりや温かい絆を作りながら、志をつかみ、
「人間力」
を身に付けられ
昨年度から登米市にて「登米耕人塾」をスタートしました。
塾生が実践活動を通し
ち

ば

和彦

氏

かず ひこ

め

こう

じん

います︒

登米耕人塾
と

れる地域を目指して

千葉

親切で
さんも
運転手 ドタクシー
デマン です！
大好評

じゅく

NPO トピックス

快適に暮らし続けら

塾長の千葉氏は、震災で甚大な被害を受けた沿岸部において、
「子どもたちに夢

交通によって安全で

を！」との想いで、中高校生らが地域や社会に貢献出来るよう育成を目的とした

木さん︒優しい地域内

「石巻耕人塾」( 塾長・木村民男氏 ) の運営に携わりながら４年の準備期間を経て、

り心配という方は公民館までご相談ください︒
﹂
と︑職員の鈴

日常が当たり前じゃない 「命の現場」
を学ぶ

0220-22-8387
https://moriko-miyagi.jp/

電話

いたい！﹂との︑多くの期待の声が寄せられています︒
﹁まずは気軽に利用してみてほしいです︒
また︑ルールがあ

昨年度の講座のひとつでは、市内病院の院長や看護師の方が登壇され、登米市

の感謝の声や︑﹁なくなったら困る！﹂﹁事業を継続してもら

の医療や現状などについて講話をいただき、塾生たちは「命の現場」についてそれ

るのが助かる﹂﹁通院時︑家族に負担をかけなくて済む﹂など

ぞれどのように感じたかの考えをまとめ、発表し合いました。また、実践活動では

へ行くこともできます︒
﹁足が弱いので玄関先まで来てくれ

社会奉仕として迫町内でゴミ拾いを皆で行うなど、多様な取組をしています。

的地の乗車予約をすることで︑降りた場所からほかの目的地

現在、登米耕人塾では第 2 期の塾生を募集中で、対象者は市内の中高生の皆さ

75

機関など︑現在

んです。だれでも入塾でき、受講料もかかりません。登米耕人塾の HP からお申込

箇所の目的地が登録され︑事前に複数の目

10

みできるほか、これまでの活動の様子も HP に掲載されていますので、ぜひチェッ

地域の皆さんの大切な交通手段として好評を得ています︒
同地区がある迫町内の病院や商店のほか︑公共施設や金融

のことですので、ご要望があればご連絡をしてみてください。

塾長

G
10

和２年度より︑﹁デマンド型乗合タクシー﹂事業に取り組み︑

ニュースポーツの
体験

地域を盛り上げていく次世代の担い手育成事業﹁若者主
ジー テン
体の地域づくりプロジェクト
﹂に︑西野コミュニティ

（登米市米山公民館）

HP では塾生の募集の
ほか、活動の様子や

登米耕人塾

登米市米山町西野字的場 181 番地

住所

森地区コミュニティ推進協議会
︵登米市森公民館︶
では︑令

090-5834-7480
（代表︓千葉） 塾長のメッセージも！

電話

40

地域トピックス

多様な若者の声を地域活動に！

メール tome.koujinjyuku@gmail.com

0220-55-2426

電話

暮らしの﹃足﹄に デマンドタクシー運行中！

https://www.tome-koujinjyuku.jp/

ＨＰ
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Information
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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…

100 円で 500 枚も
印刷できた♪

とめ市民活動プラザニュース

TAKE FREE
「おもちゃの広場」

「絵本ウォーク」

子育て応援団みんなのおもちゃ箱

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

「かがく講座」
手のひらサークルたねるべ

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

読み聞かせサークルおおきな木

むかでや
サン

びょうどうぬま

６月 12 日（日）
「親子で楽しむ『絵本ウォーク in 平筒沼』」
（主催 読み聞かせサークル

とめ市民活動プラザ
（アルテラスおおあみ内）

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）

●開館時間
●休館日

フェイスブック
Facebook

やってます

いいね！ & フォロー
をお願いします♪

「絵本の読み聞かせ」

コンテナおおあみ

ホームページ

場に開催し、延べ 84 名の親子連れの皆さんが来場しました。
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

おおきな木 / 共催 とめ市民活動プラザ）を、平筒沼ひょうたん島と YOUYOU 館を会

「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

ひょうたん島では吉野作造記念館のご協力を得て「ケロッキーブーとおおきなあな」
の絵本を１ページずつ大きく印刷し、計 18 ページを遊歩道に設置して読み進める
「絵
本ウォーク」
を行い、平筒沼 YOUYOU 館では、木のおもちゃなどで遊べる
「おもちゃの
広場」
、
身近な物で体験できる
「かがく講座」
のほか、
絵本の読み聞かせも行い、
盛りだく
さんの内容に
「まだ帰りたくない！」
と、
泣き出す可愛い声も聞こえていました。
今回は、
子ども支援活動をしている複数の団体によるチーム
「とめのこどもを想う会」
(事

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
（アルテラスおおあみ内）
0220-44-4167
0220-44-4877
npo@tome-shiminplaza.jp
http://www.tome-shiminplaza.jp/
2022 年６月
登米市・とめ市民活動プラザ（NPO 法人とめタウンネット）

務局：とめ市民活動プラザ ) が協力して企画・運営、中学生や大学生のボランティアも設
営や運営をサポートし、
楽しく安全に開催することが出来ました。
詳細は
とめ市民活動プラザの
HP でも見れます

ぜひ情報をおよせください♪

TOME PLAZA NEWS
登米市のこれまで 20 年間の人口推移と、これから 20 年間の人口予測
約 20 年後の 2040 年には…
・総人口が 18,597 人 (24.5％) 減少し、高齢化率
・０～ 14 歳が 2,910 人 (34.9％)
・15 ～ 64 歳が 12,637 人 (31.3％)

42.2％

｝減少

・いま、地域の住民自治を支えている世代の 65 ～ 74 歳が
8,574 人に 減少

・地域を支える側から支えられる側となる 75 歳以上が
15,682 人に 増加

年齢層の増減に偏り ➡ 65

歳以上が顕著

ますます少子高齢化 ( 多老化 ) に
個人そして行政でも賄えきれない事が多発
予測値参照︓国立社会保障・人口問題研究所

比較表参照︓NPO 法人都岐紗羅パートナーズセンター

※年齢不詳があるため、
総人口と０～ 14 歳、
15 ～ 64 歳、
65 歳以上の合計が相違している年があります

地域の持続可能性を高めるために

住民自治や市民活動が益々大切に ！
がく しゅう

ピックアップ

かい

みんなの居場所 みな・みかた楽集会

市民活動団体
「みんなの居場所 みな・みかた楽集会」
は、登米市東郷公民館と協働して、地域の子どもたちや保護者の皆さんの居
場所づくりを行っています。
昨年 12 月から毎月１回、
同公民館を会場に
「楽集会」
を開催し、
子どもたちは宿題や自主学習のほか、
学年
を超えて遊ぶなど自由に過ごし、
保護者の皆さんは情報交換というおしゃべりをしながら、
にぎやかな時間を楽しんでいるようです。
「子育て中の方だけでなく、おじいちゃん、おばあちゃんにも来てもらって一緒に楽しみたいですね。この居場所を通して、ぬ
くもりのあるつながりづくりを進めたいです。」と、代表の高橋さんは話します。毎月第１土曜日に開催していますので、お近く
の方、ご興味のある方、お気軽に参加してみてください。
お問合せ ➡ みんなの居場所 みな・みかた楽集会 Facebook ぺージのメッセージからお問合せください♪

た
合わせ
るよ！
季節に
動もあ
活
験
体
い
し
楽

とめプラザ活動 NEWS

令和４年度 第１回登米市地域づくりミーティング（主催︓登米市まちづくり推進部市民協働課 / とめ市民活動プラザ）
５月 12 日（木）、第１回登米市地域づくりミーティングを、登米市米谷公民館を会場に開催しました。今回は 25 名の市内コミュ
ニティ組織の職員が参加し、今年度予定している「登米市がんばる地域づくり応援交付金」を活用した事業について 21 のコミュ
ニティ組織より紹介してもらい、参加者で情報交換を行いました。
事業予算の内訳や新規事業の進め方等、
多くの質問に対してもそれぞれ答えていただき、
他の地区の情報を得ることで今後の取組の参
考にしてもらっています。
安心安全に配慮しながらコロナ禍の中でも出来ること、そして地域住民の皆さんの声を聴き、求められている
ものを探りながら作成している年間事業計画。
継続することが大切な事業もあれば、見直しが必要で修正を加えた事業、地域の課題解決

2022 年度

細は
ムページ
ホー
へ

「公益信託仙台銀行まちづくり基金」

一人ひとりの心に寄り添う

“傾聴ボランティア” を応援します
●支援内容
全国で心のケアのための傾聴ボランティア活動をし
ている団体に助成いたします。
●対象団体
心のケアのための傾聴ボランティアとして活動して
いる団体（自然災害の被災者をはじめコロナ禍で困
難な状況にある人などを傾聴）
上記の団体のうち次の二つの条件を満たす団体
①応募に際して、地元社会福祉協議会の推薦を得ること
②団体として、既に一年以上の活動実績があること
●助成期間および金額
最長３年間。年 50 万円を上限としますが、助成額に
ついては活動内容により査定します。継続助成につ
きましては、経過報告を重視して決定します。
●募集締切
2022 年７月 29 日（金） ※17:00 必着
●連絡先
細は ムペ
ー ジへ
公益財団法人ユニベール財団
ホー
TEL 03-3350-9002
E-mail info@univers.or.jp

みやぎ生協福祉活動助成金 上期
宮城県内における地域福祉の向上を目指し、福祉活動に
関わる地域住民・民間団体の自主的・非営利的で継続的
な地域活動や研究活動を支援および育成することを目的
としています。
●対象となる事業
上記の目的を達成するために必要な民間団体および
ボランティアグループ・個人による、非営利の事業
●対象となる団体・個人
宮城県内で活動している団体およびグループ・個人で、
組織や事業の運営についての重要事項が決められてお
り、代表者および所在地が決まっているもの（法人格
の有無は問いません）
細は
詳 ームペー
●助成金額
ホ
ジ
原則として 50 万円を限度
●募集締切
2022 年 7 月 20 日（水）
●連絡先 みやぎ生協 生活文化部 地域活動推進課
TEL
022-218-3880
（9:30 ～ 18:00 祝日を除く）
HP
https://www.miyagi.coop/
へ

宮城県内における「まちづくり」に必要な環境整備な
どの活動や調査研究等に対する助成を行うことにより、
地域住民による快適で文化的な都市環境の創造を図り、
活力と魅力あふれる地域社会の発展と振興に寄与する
ことを目的としています。
●対象事業または活動
宮城県内における「まちづくり」に必要な環境整備
などの活動や調査研究で、次のいずれかに該当する
ものとします。
①快適で文化的なまちづくりに必要な環境整備など
の実践活動
②まちづくりのために必要な調査、研究、情報提供
を行う活動
③その他まちづくりの目的を達成するために必要な事業
●対象団体 ①法人・団体 ②個人
●助成金額 30 万円
●募集締切 2022 年９月 30 日（金）
●連絡先 三井住友信託銀行 個人資産受託業務部
公益信託グループ 公益信託仙台銀行まちづくり基金
TEL 03-5232-8910（受付︓平日 9:00 ～ 17:00）

特定活動助成

詳

助成金情報

詳

のための新規事業などもあります。
各コミュニティ組織がの地域特性を活かした
「地域づくり」
に、
今年度も元気に取り組んでいきます︕

