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● 後援 宮城県発達障害者支援センターえくぼ／登米市手をつなぐ育成会

ください♪

ぜひ情報をおよせ

・ 子ども広場にこま～る ・ 放課後ケア北斗の星 ・ 就労支援センターつなぐ
・ 放課後等デイサービスひだまりポッケ ・ 放課後等デイサービスおもちゃ箱とめ
・ 自閉症児親の会 えがおの会 ・ 登米市手をつなぐ育成会 ・ とめ市民活動プラザ

● 主催 世界自閉症啓発デー in とめ実行委員会

！

地域の情報盛りだくさん

ばとても嬉しいですね。
少しずつでも 障がいを持つ子どもたちへの理解と優しさが広がる、そんな一歩になれ
ら延期に。状況をみながら改めて開催を検討しています。

をお願いします♪

毎月第２第４火曜日 お昼 12:30 から放送中

いいね！ & フォロー
Facebook

フェイスブック
●開館時間
●休館日

「まるっと！とめ Like」

いたみんなで楽しめる合同イベントは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため残念なが

ラジオで活動紹介やイベント告知をしよう！

得て、子どもたちが主に作成した作品・パネル展を開催。それぞれの日々の活動の中で作っ

76.7MHｚ

た作品や日ごろの活動の紹介、発達障がいについての情報などを展示しました。予定して

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）
（アルテラスおおあみ内）

出演団体
募集中

ホームページ

とめ市民活動プラザ

２回目となる今回は３月 27 日～４月９日の２週間、イオンタウン佐沼さんのご協力を
解が深まり、誰もが幸せに暮らすことができる社会の実現につながればと取り組んでいます。
員会」を立ち上げました。自閉症をはじめとする発達障がいについて知っていただくことで理
や支援団体の皆さん、そしてとめ市民活動プラザも加わり「世界自閉症啓発デー in とめ実行委
毎年 4 月 2 日は、国連が定めた「世界自閉症啓発デー」です。昨年、登米市内の福祉事業所

むかでや
サン
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＼延期になったイベントは決まり次第ご案内します／
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お気軽
に
ください
♪

ご相談

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…

NPO 法人の立ち上げ方、勉強会、
講座などの情報をもらえた
100 円で 500 枚も
印刷できた♪

一緒に活動してくれる
仲間ができた！

こんな時は

とめ市民活動プラザニュース

TAKE FREE

37

プラザへ♪

Vol.

Information

R２.６
﹁すずしろそば﹂
もおススメですよ♪
︵夏季限定︶

休業となっていましたが︑６月から営業を再開！冷たいお蕎麦

ゆづるの里﹂は︑新型コロナウイルス感染拡大防止のため臨時

また︑地域の皆さんと地域活性を目的に運営する﹁手打そば

の向上を図りながら︑
地域内への情報提供も行っていく予定です︒

用された皆さんの感想について分析を行い︑
登米市と連携し利便性

られる地域を目指しています︒
ふれあいセンターではデマンドを利

内交通手段が備えられることとなり︑
更に安全で快適に暮らし続け

なる取組を数多く実践していますが︑
この運行によって優しい地域

ス感染症に伴う誤解を防ぐことや︑ストレス軽減になればと企画

市内で高齢化率が最も高い浅水地区では︑
これまでも高齢者支援と

地域トピックス

﹁まいやん﹂
の
﹁くるみボタンバッチ﹂
が新登場！新型コロナウイル

宮城県登米市中田町浅水字荒神堂 150 番地 2

よりデマンド型乗合タクシーの実証運行をスタートしました︒
登米

「手打そば ゆづるの里」 は、
オープンから３年を迎え、
現在はメニューの幅も広がり、
さらにお客さんに喜ばれているようです！

浅水コミュニティ運営協議会
（登米市浅水ふれあいセンター）
住所

0220-34-2008
http://hureaicenter.web.fc2.com/
Facebook や Twitter もあります☆

益々期待ですね！

地域のPRや︑困りごと解決につながる﹁地域づくり事業﹂に︑

価格で提供しています︒

く︑困っている皆さんのお役に立てればと︑同協議会で準備し低

また︑毎週木曜日に公民館駐車場で開催されている﹁あおぞら

市﹂
に︑昨年より簡易精米機を設置︒
地元地域にコイン精米機が無

で作成︒
好評の台所用スポンジと併せ公民館で絶賛販売中です︒

が作成に携わってきましたが︑感染症の影響があり今回は事務局

しました︒
これまでのグッズは﹁まいやん作り隊﹂の地域の皆さん

宮城県登米市東和町米谷字ぜん荷 75 番地

0220-53-2006
check♪
http://miyagi-maiya.jp/

地域のPRと困りごとの解決に！

「あおぞら市」

ん
種類もたくさ
ありますよ！

心配事や悩みを共有。

住所
電話
HP

米谷地域づくり推進協議会︵米谷公民館︶のPRキャラクター

氏

季節の行事でにぎやかに！

米谷地域づくり推進協議会
（登米市米谷公民館）

よ！
いる ♡
しも てね
わた に来
遊び

0220-58-4369

浅水コミュニティ運営協議会
︵浅水ふれあいセンター︶
では︑
４月

石川 志穂子

（※今年は新型コロナウイルスの影響のため、
開催を検討中。
）

電話
HP

簡易精米機

デイサービス

FAX

暮らしの﹁足﹂を今から備える！

NPO トピックス

利用者情
報を登録
前日
して
ま
で
に
予約
簡単に利 するだけで
用できま
す♪

特定非営利活動法人

どんぐりの家
代表理事

特定非営利活動法人どんぐりの家は、平成 12 年 12 月に法人を設立。
介護保険事業、宅老事業、
障害者自立支援事業に取り組んできており、今年で 20 周年となります。
出会い・ふれあい・支
え合いを大切にした助け合いの精神の下、福祉サービスを通して、誰でも当たり前の生活を送る
ことができる地域社会を目指して活動しており、特に、楽しみながら食べることを大事にしてい
ます。
自家栽培や、
地域の皆さんからいただいた旬の食材を生かした昼食を無償で提供するほか、
施設利用者の方への配食サービスは、
自宅でも安心して食事ができると大変好評だそうです。
そのほか、
地域交流も大切にしており、
近隣の小学校の課外学習を毎年受け入れ、
「畑岡神楽」
の披露やゲームなどを通じて、
子どもたちと利用者の方のふれあいの機会を設けています。
また、例年開催している
「どんぐりの家夏祭り」
では、歌や踊り、やきとり・かき氷の模擬店など、誰
もが楽しめる企画を職員の皆さんが毎年考案し、
地域の皆さんが大勢参加して大盛況だそうです！

ボランティアから NPO 法人へ

法人設立前、代表の石川さんは地域福祉の仕事に就きながら、ボランティアで高齢者の皆さん

が集っておしゃべりを楽しむ
「お茶飲み」
を毎日開催。
協力してくれるボランティアも徐々に増え、
昼食の提供や送迎も行なってきました。
「継続して続けていきたい！」
との想いから、NPO 法人を
設立して本格的に介護保険事業をスタート。
以来、事業のほかに利用者の家族に対して、各種相談

日時 ： ６月 11 日 ( 木 ) から
毎週木曜日
9:30 ～ 11:00
会場 ： 登米市米谷公民館 駐車場

対応、
専門機関との交流会の開催など、
常に寄り添い、
不安や孤立を防ぐ取組にも尽力しています。
また、地域の皆さんからのニーズでスタートした障害者支援事業は、子どもから大人まで受け入れ

新型コロナウイルス感染症
予防対策は、
各自で十分行ってください。

ており、
「体力・身体機能の維持」
のサポートや、
「やってみたい！」
の想いも受けとめて応援しています。
無料での施設の見学・体験ができます。お気軽にご相談ください。
介

事業紹

家族交流会

配食サービス
おいしい食事を家庭にも♪

特定非営利活動法人どんぐりの家
住所 宮城県登米市南方町新一ノ曲 623-1
TEL 0220-58-4243

受付時間 8:30 ～ 17:30（月曜日～土曜日）

TOME PLAZA NEWS
「ぷらっと・とめ」初登場 登米市地域おこし協力隊員４名をご紹介︕

地域おこし協力隊とは、
都市部の方に移住してもらい、
都市部の視点や感覚を生かした地域資源の掘り起こしや情報発信などの活動に従事しながら、
地域へ定住と定着を目指す取り
組みです。現在、計６名の協力隊員が登米市にて活動中です。ご協力ご支援をよろしくお願いします︕
登米市まちづくり推進部 市民協働課
登米市の印象
自然豊かという印象です。水や空気もきれいで、美味しい産
直品や、出かけて気晴らしになるスポットが多いですね。

千葉県千葉市より

おお むら

く

み

登米市まちづくり推進部 観光シティプロモーション課

こ

大村 久美子 さん

（令和元年８月着任）

勤務地 / 米川地域振興会（米川公民館）
住所︓宮城県登米市東和町米川字四十田 25-1
TEL︓0220-53-4155

東京都より

活動内容
地域で行われる行事や催しなどの取材や情報発信、「米川の
水かぶり」で配布する案内パンフレットの制作と当日の案内
つな ぎ の さと
のほか、
「綱木之里大名行列」の体験合宿など、地域資源の発
掘や情報発信などに取り組んでいます。
ひとこと
現在、
米川音頭の音源制作と再興に向けて動き出しました。
まい
たけや米など地域資源 PR にも取り組みたいと考えています。
公民館の HP で
米川の地域情報や
取組が見れます♪

登米市の印象
田畑が広がる中にも、お店も多く暮らしやすいですね。街と自
然が融合する自然豊かなまちという印象です。
活動内容
移住体験ツアーの企画や、家き家バンクの登録やご案内、移住関
係のイベント出展など、登米市へ移住を検討されている方への
相談対応をしています。感染症対策で、新たにオンラインでの相
談も受付中です。
ひとこと
登米市から離れて暮らしている皆さんにも、地元の情報を届け
QR コード
て身近に登米市を感じてもらえたらと構想中です︕

移住定住支援員

たん ぎく りゅう や

丹菊 龍也 さん

（令和２年４月着任）

QR コード

勤務地 / 登米市まちづくり推進部 観光シティプロモーション課 ふるさと定住係
住所︓宮城県登米市迫町佐沼字中江二丁目 6 番地 1

HP︓http://miyagi-yonekawa.com/

TEL︓0220-23-7331

Instagram＆Twitter もあります！

Facebook︓ https://www.facebook.com/tomecity.crcs/

登米市産業経済部 農林振興課

愛知県蒲郡市より
木工芸支援員
いの うえ

ゆう り

井上 優里 さん

（令和元年６月着任）

登米市の印象
はっとフェスティバルや伊豆沼に来たことがあり、
郷土料理を大切
にする文化と、
自然豊かな渡り鳥の飛来地という印象があります。

登米市の印象
東北の冬は厳しいと覚悟していましたが、過ごしやすい気候
に驚きました。和菓子やスイーツ、カフェなどのお店が多いの
もうれしかったですね。
活動内容
週に１日木工職人さんの工房で技術の勉強をさせていただきな
がら、
木工センターで特注の家具などの製品づくりをしています。
ひとこと
小物入れやペンケースなど、素材の良さを生かせるよ
う、さぐりながら自分のオリジナル商品を作りたいと
思っています。
は
動の様子

宮城県仙台市より
木工芸支援員
QR コード

いり おか

とも み

入岡 知美 さん

（令和元年 11 月着任）

活
♪
チェック
コチラを

勤務地 / 登米市津山総合支所

活動内容
木工職人さんの工房で技術を習いながら、必要な技術の習得のため
木工センターでペン立てや弁当箱などの製品づくりをしています。
ひとこと
以前より間伐材の有効活用に興味がありました。鳥モチー
フのものや、
「はっトン」グッズなど、登米ならではの商品
開発ができればと思っています。また、渡り鳥などが好き
なので伊豆沼に気軽に行けてうれしいです。

住所︓宮城県登米市津山町柳津字本町 218 TEL︓0225-68-3111 Instagram︓https://www.instagram.com/tomecity_mokko/ Twitter︓https://twitter.com/tomecity_mokko

ピックアップ

QR コード

新番組「登米・新型コロナ情報局」がスタート
㈱登米コミュニティエフエムは、地域に根差した放送事業として、健全な地域づくりの推進、高齢者等情報弱者への情報提供、災害情報の
伝達など、市民の皆さんに必要とされる情報を受発信し、登米市の
「活性化」
と
「未来」
に貢献しています。
市民参加型の生番組内では、コミュ
ニティエフエムならではの地域情報が多く盛り込まれ、
市民にとってより身近なツールとなっています。
４月より、
新型コロナウイルス感染拡大で様々な影響が広がる中、
新しい番組
「登米・新型コロナ情報局」
をスタート。
正しい知識や情報を
皆さんに届けたい、
医療がどのように対応しようとしているのか、
私たちはどのように行動すればいいのかなど、
登米市医師会のご協力を得
ながら、やまと在宅診療所登米の田上佑輔先生と共にテーマごとに各分野の専門家の方からお話を伺う情報番組で、１日に２～３回毎日紹
介しています。
また、
リスナーの皆さんから不安や疑問に思っていることをメールで受け付けており、
専門家の先生方から番組内で回答もい

新型コロナ情報局（質問等）767@hat-fm.net
HP http://hat-fm.net/

【 株式会社 登米コミュニティエフエム 】

ただけるそうです。
（※全てのご質問に対して回答されるとは限りません。
）
過去の放送分が HP に公開されていますので、
聞き逃した︕もう一度聞きたい︕という方は、
ぜひ HP をチェックしてみてください。
住所

登米市迫町佐沼字西佐沼 20

TEL

0220-23-7371

FAX 0220-23-7372

メール

tome@hat-fm.net

「登米市協働のまちづくり推進読本」が完成︕
協働によるまちづくりの推進のため、これから協働に取り組もうと検討されている方、現在取り組んでいる方への協働のガイドブックとして、
考え方や実施方法をまとめた
「協働のまちづくり推進読本」
を登米市が作成しました。
活動に必要な知識や、
実施する際の準備段階
（Plan）
、
実施中
（Do）
、
振り返り
（Check)、
改善
（Action) 時点でのポイントをわかりやすく解説。
協働の
まちづくり事業に役立つ各種サポートの紹介や、登米市内にある 21 コミュニティ組織の地域づくり事業の取組み事例も掲載されています。
これ
から活動に取り組もうとしている皆さんの始めるきっかけに、すでに協働の活動をされている皆さんの疑問等を解決するためのヒントに、
「協働
のまちづくり推進読本」
を利用してみてください。

QR コード

ダウンロードは、
登米市のホームページから
https://www.city.tome.miyagi.jp/shiminkyodo/shisejoho/machizukuri/sinotorikumi-top/kyoudounomachizukuri/kyodo_dokuhon.html
【 登米市まちづくり推進部市民協働課 】

住所

登米市迫町佐沼字中江二丁目 6 番地 1

TEL

0220-22-2173

メール

shiminkyodo@city.tome.miyagi.jp

募集 & ご案内

「地域協働まちづくり事業補助金」募集
令和 3 年度分…申請締切︓令和 2 年 9 月 30 日 ( 水曜日 )

登米市では、市民と市による協働のまちづくりを推進しており、市内を活動拠点
とする市民活動団体・地域の活性化に向けた自主的な活動の経費を支援しています。
[ 補助対象事業 ]
市民活動団体が実施する公益的かつ先導的なまちづくり事業が対象
[ 補助率 ] 1 年目︓対象事業費の 2 分の 1、2 年目︓対象事業費の 3 分の 1
[ 補助上限額 ] 50 万円

[ 事業の選考及び決定 ]
事業を実施する場合、地域協働まちづくり事業計画書及び団体概要書を作成し、9 月末
までに市民協働課へ提出してください。その後、審査会等（11 月開催予定）による審査・
検討を経て、事業の採択・不採択が決定します。
※詳しくは、登米市 HP よりご確認ください
➡ https://www.city.tome.miyagi.jp/index.html
＼申し込みの際は、 事前にご相談ください／

QR コード
から登米市
の HP 内に
「地域協働
ある
まちづくり
事業補助金
直接アクセ
」へ
スできます
♪

お問合せ：登米市まちづくり推進部市民協働課
TEL 0220-22-2173 メール shiminkyodo@city.tome.miyagi.jp

