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ぜひ情報をおよせください♪

期間：番組終了まで
時間：9:00 ～ 16:30
場所：教育資料館
（登米町寺池桜小路 6 番地）
●「おかえりモネ展」

り上がりです！

入場
無料

ターが随所にたくさんあって「おかえりモネ」で大盛
お菓子の販売も。今登米市は、ドラマののぼりやポス

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

76.7MHｚ

「まるっと！とめ Like」

ラジオで活動紹介やイベント告知をしよう！

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）

募集中

出演団体

ツやクリアファイルのほか、美味しいクッキーなどの
また、市内の道の駅では、ドラマのロゴ入り T シャ
え、
詳しい人物紹介なども知ることができます。
どのパネルのほか、ドラマで使用した衣装や小道具などを展示。
ドラマの雰囲気を味わ
登米市登米町にある教育資料館では
「おかえりモネ展」
が開催されていて、登場人物な
とよま

ホームページ

とめ市民活動プラザ

示が各所で行われています。
なっている登米市。市内ではドラマのグッズ販売や撮影風景などを紹介したパネル展
5 月 17 日からスタートした NHK 連続テレビ小説「おかえりモネ」の舞台の１つに

むかでや
サン
コンテナおおあみ

ENEOS
DCMホーマック
佐沼店

デイリーポート
新鮮館佐沼店

ローソン

Facebook

auショップ

イオンスーパーセンター
佐沼店

ジョイフル宮城佐沼店

TSUTAYA
佐沼店
ウジエスーパー
南佐沼店

津島神社

川

迫

●MAP
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

TAKE FREE

とめ市民活動プラザニュース
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プラザへ♪

Vol.

Information

R３.６

登米市南方町の農業用ため池の約 ％が同町の西郷地区
にあります︒西郷地区コミュニティ推進協議会︵＝西郷公民
館︶では︑防災・減災対策の一環として︑区長の皆さんの協
力を得ながら危険と予想される箇所の現地調査を行い︑協
議を重ね﹁危険看板﹂の作成に取りかかりました︒そして４
月にため池７カ所に９本の看板を設置し︑子どもたちだけ
でなく︑大人や高齢者の方々にも危険箇所を知ってもらい
近づかないよう注意を促しています︒
﹁池に柵がない危険な場所もあるんです︒
﹂
と︑
集落支援員の
柴田さんは心配します︒
行政等と情報共有を行いながら︑地
域では何が出来るかを皆で考え実行しており︑今年度も地域
のための
﹁安心・安全﹂
に引き続き取り組んでいくそうです︒

佐々木

明美

分
か
注意を呼 りやすい看板で
びかけて
います！

氏

設置も協力し合いながら
行っています！

90

楽しく学

びます！

西郷地区コミュニティ推進協議会

（登米市西郷公民館）

0220-58-4556
https://nishi-go.jp/

電話

登米市南方町堤田 38

住所
HP

錦織地域振興会
︵＝錦織公民館︶
では︑昨年度から登米市と
協働し
﹁登米市デマンド型乗合タクシー運行事業﹂
に取り組ん
でおり︑
同振興会では
﹁錦織出前タクシー﹂
とネーミングし︑
利
用者の皆さんから親しまれて好評を得ています︒
指定できる行き先は︑
生活に必要な医院や店舗のほか︑
金融
機関︑
美容室など カ所があらかじめ決められていて︑
ひとり
暮らしの高齢者の方や車の運転ができない方・車の運転に
不安がある方などが多く利用されています︒
また︑
同振興会事務局では
﹁交通弱者と言われる高齢者等の
方々が︑外出を楽しみながら生きがいづくりに社会教育や福
祉等の施設へも気軽に利用できるなど︑出前タクシーが一役
を担っています︒
﹂
と話します︒

「錦織出前タクシー」
対象：錦織地区内の居住者
～ 協賛金への協力依頼 ～
タクシー事業の長期継続を目的に
協賛金の協力をお願いしています！
詳しくは錦織公民館まで☎
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090-1936-7832
（代表 佐々木）

（登米市錦織公民館）
0220-53-3003
https://www.nishiki-kou.jp/

電話

登米市東和町錦織字雷神山 15-3

住所
HP

運行中！
﹂

錦織地域振興会

※現在は休止中

Facebook ページ
【輝き★とめ子ども食堂】
で検索！

17:00 ～ 19:00
TEL

﹁錦織出前タクシー

毎月第３土曜日

みやぎ生協加賀野店
（登米市中田町石森字加賀野 3-6-1）

地域のための ﹁安心・安全 ﹂

地域トピックス

NPO トピックス

輝き★とめ子ども食堂
代表

「こども食堂」は、地域住民や団体などが主体となり、無料または低価格で子ど
もや保護者の皆さんに食事や温かな団らんを提供するコミュニティの場として
全国に広がっている取組です。
「輝き★とめ子ども食堂」は、2018 年８月より月１
回登米市内で開催されてきて、食を通じた交流や安心してくつろげる場として、
利用される皆さんから親しまれています。
（現在は休止中）
「輝き★とめ子ども食堂」のコンセプトは「人と人をつなぐ居場所づくり」です。
代
表の佐々木さんは、自分ができる事で何か子どもたちにしてあげたいと思い活動を
スタートしました。
子育て中の方にはくつろぎの空間と交流の場を、
子どもたちには
みんなで食事をする楽しみや大勢の人と関わりながら遊ぶことができる居場所を
目指しています。
活動に賛同し協力してくれるメンバーの方や食材を提供してくだ
さる生産者、
個人の方のご支援をいただいて、
温かなこども食堂を運営しています。

新たな拠点づくりに向けて
感染症拡大予防対策として昨年より活動を休止していましたが、活動再開に向
けて新たな拠点づくりにも現在取り組まれています。同市豊里町にある空き家の
活用を検討されていて、自分たちの手で直しながらこども食堂の再開を目指すそ
うです。
「協力したい！」
「力になりたい！」という方は、今後同団体 Facebook に
てお知らせするとのことですので、ぜひフォロー、チェックしてみてください。
また、活動を休止していることもあり団体へご支援いただいたお米などを小分
けにし保存しているそうです。困っている方には直接お渡ししたいとのことです
ので、必要な方は代表の佐々木さんまでお問合せください。

自宅前ま
で
送
安心して 迎してくれて
利用でき
ます！

輝き★とめ子ども食堂
開催日時
会 場

TOME PLAZA NEWS
新型コロナ対策 オンライン講座「～感染しない・させない市民活動のすすめ方～」
新型コロナ対策 オンライン講座の登米サテライト会場を、とめ市民活動プラザのミーティングルームに設け、利用者・スタッフ
の安全を確保しながら、コロナ禍で活動する際の注意点や感染防止対策についてなど、改めて正しい知識を学んでいただきました。
講師︓公財）宮城厚生協会 坂総合病院感染制御室室長 感染管理認定看護師
NPO 法人みやぎ感染予防教育推進ネットワーク きれいな手 理事長 残間

由美子 氏

主催︓宮城県（みやぎ NPO プラザ）

教えていただいたポイントをご紹介！

新型コロナウイルス感染症対策のポイント
１

企画運営上の留意点

消毒や除菌効果をうたう商品は、目的に合ったものを正しく選ぶ

・流行状況の把握（地域の流行状況を把握）
緊急事態宣言、まん延防止措置が出ている地域からの移動を制限

２ 手指のウイルス対策

・会場収容人数の半数を目安とする

こまめな手洗いを心がける

・飲食しない

物品のウイルス対策

・グループワークをするときは、マスクをしていても距離を保つ
・マイクなど共有して使用するものは、使用ごとに清拭または消毒

テーブル、ドアノブなどの消毒には、塩素系漂白剤や一部の家庭用洗剤等が有効

４

・常に空気が流れているように換気をする

空間のウイルス対策

・短時間で企画する

定期的に換気する

・リモート企画を検討する

「交ゆう館かなみ」がオープンしました︕

ピックアップ
かなみ

みんなで予防しましょう！！

イベント ・ 事業等の

商品購入の際には「使用方法、有効成分、濃度、使用期限」をチェックする

３

感染症対策の基本をしっかいりおさえて

※ 対策についての情報は変わることがあります。
（5/26 時点）

もり

NPO 法人奏海の杜では、これまで障がいのあるお子さんや、発達に特性のあるお子さんを預かる放課後等デイサービス「子ども
とよま

広場にこま～る」を登米市中田町で運営していましたが、６月に新たな施設「交ゆう館かなみ」を同市登米町にオープンしました。
この施設では、これまでの放課後等デイサービス「子ども広場にこま～る」のほか、新たに障がいのある皆さんの仕事の場を提
供するため、就労継続支援 B 型事業所「かなみのもり」をスタート。
「障がいがあってもなくても集える学びと交流の場」をコンセ
プトに、子どもたちやメンバーさんが入れるコーヒーを来館される皆さんに提供するカフェ活動、障がいの有無にかかわらず参加
できる生涯学習の機会や映画鑑賞の企画など、利用者の皆さんと地域の皆さんとの交流づくりも計画されています。７月には子ど
もたちの作品展示会を開催する予定ですので、興味がある方はこの機会に「交ゆう館かなみ」へ足を運んでみてください。
お問 合せ

NPO 法人奏海の杜

電話

0220-44-4171

/

住所

登米市登米町寺池桜小路 96-3

/

営業時間

月曜～土曜

作品展示会
7/1（木 ) ～ 15（木 ) の
月～金は 9：00 ～ 14：00 まで
7/4（日）、11（日）は 18：00 まで

9 時～17 時 （日曜休み）

HP はこちら

とめプラザ活動 NEWS

https://kanaminomori.org/

開催した講座のご紹介♪

小規模多機能自治に関する連続オンライン勉強会
６月２日・３日、Zoom を活用したオンライン勉強会「小規模多機能自治に関する連続オンライン勉強会」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は施設内に登米サテライト会場を設け、
市内のコミュニティ事務局の皆さんに参加いただきました。地域活動支援者と実践組織など、計６名の方から地域づくりに係
る事例紹介や講義があり、コロナ禍での「これまで」と「これから」を共有し考える勉強会となりました。

「小規模多機能自治に関す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

フードバンクに ご協力ください
ご家庭に眠ったままの食品、ありませんか︖
NPO 法人スマイルむさしでは、生活困窮者支援の一つ
として、必要な方に食品を届けるフードバンクを行っ
ています。食品の受け入れは随時可能で、また量が多
い場合には取りに伺うこともできます。
（市内 / 要相談）
皆さんのご協力をお待ちしています︕
●食品受付
随時
●お問合せ
登米市自立相談支援センター そ・えーる登米
（運営︓NPO 法人スマイルむさし）
電話 0220-23-8610
住所 登米市迫町佐沼字中江 5-1-4

2021 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」

●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
●申込期間
2021 年４月１日から 2021 年９月 30 日まで
●連絡先 三井住友信託銀行 公益信託グループ
「公益信託仙台銀行まちづくり基金」係
Tel 03-5232-8910（受付︓平日 9:00 ～ 17:00）

詳

助成金＆お役立ち情報
詳

募集 & お知らせ

/ 協力・運営 ︓ IIHOE［人と組織と地球のための国際研究所］

特定活動助成 一人ひとりの心に寄り添う

細は
ムページ
ホー
へ

“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 2021 年７月 30 日（金） ※17:00 必着
●連絡先 公益財団法人ユニベール財団
Tel 03-3350-9002

