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とめ市民活動プラザニュース

TAKE FREE

1 月 19 日、登米市豊里公民館にて【映画「ひとりじゃない」完成披露試写会】が開催されました。この映
画制作事業は、 豊里コミュニティ推進協議会 ・ 豊里地域づくり委員会が計画に掲げる「安心安全に暮らせる
豊里」 【孤立 ・ 孤独死を出さない地域の見守りプロジェクト】 の一環で、 一回目の制作委員会で協議が
スタートしたのは昨年４月。地域づくり事業費のほか、 助成金も獲得しましたが全てを賄える予算には至
らず、 地域の想いに賛同された俳優陣や監督、 撮影スタッフの方々、 そして何より地域住民の皆さんの多大
なご支援 ・ ご協力を得ながら、昨年９月に撮影が無事終了し、この度待望の披露試写会となりました。
震災で家族を無くした失意の中年男性にある出会いが…、 とストーリーが展開。本編のほか、 撮影現場の
メイキングや豊里町の取組み、美しい風景など、地域の魅力を PR する映像も併せて披露されていました。
今後も各所で上映会を開催するほか、 DVD の貸出しも行っております。詳しくは豊里公民館のホームページ
または、公式サイトにてご確認ください。

だくさん！

地域の情報盛り

ください♪
ぜひ情報をおよせ

豊里公民館

豊里コミュニティ推進協議会

電話 0225-76-2237（※受付時間 平日 9:00 ～ 17:00）
「ひとりじゃない」公式サイト→ https://hitorijyanai.com/
豊里公民館ホームページ→ http://miyagi-toyosato.jp/
Facebook でも随時情報発信中！【 豊里町映画制作プロジェクト 】
【 # 豊里 # ひとりじゃない 】で検索★

NPO トピックス

特定非営利活動法人

アンソレイユ
なかつがわ

理事長

中津川

ふみこ

史子さん

早期の事業所開設を！と利用者ご家族から要望があり、またできるだけ早くお役に立ちたい
という思いから、すぐに事業をスタートできる法人形態「株式会社」にて、2017 年から事業を始
められましたが、今年 1 月に念願の NPO 法人を設立。従来事業の移行を行い「特定非営利活動
法人アンソレイユ」として、これまで以上に障がい福祉サービスの充実を図っています。
放課後等デイサービス ひだまりポッケは、発達に心配があったり、障がいを持つ子どもたち
を対象に放課後や夏休みなどに居場所を提供して、生活能力の向上、自立を促す療育・支援を
行っています。また、看護師等の資格を持つスタッフが８名在籍しており、重度障がいを持つ子
どもや医療的ケアが必要な一人ひとりに対し、主治医の指示を受けたサポートにも務めていま
す。重度障がいの子どもたちも、そうではない子どもたちも、みんなが安心して楽しく過ごせる
場所を作ってあげたいという「アンソレイユ（太陽のような）」想いがあふれています。

子どもたちの喜ぶ姿が自分たちのエネルギーに
事業所での活動の他に、外に出ての活動にも力を入れていて、リンゴ狩りやそり滑り、アスレ
チック遊び、新幹線の見学、プラネタリウム体験などを通じて、子どもたちとのふれあいや、み
んなの笑顔に、スタッフの皆さんもエネルギーをいただいているそうです。
発達に心配があったり、障がいを持つお子さんのことでお悩みのご家族の皆さん、相談や見
学も大歓迎とのことですので、お気軽にお問合せをしてみてください。

アンソレイユは、
３つの事業所で
５つの福祉支援を展開

事業紹介

・ 放課後等デイサービス ひだまりポッケ
・ M ケア ひだまりポッケ
・ 生活介護 ひだまりポッケ
・ 相談支援センターひだまりポッケ あゆみ
・ 放課後等デイサービス M ケアひまりの里 りらん

ポッケカフェ

お茶会

特定非営利活動法人 アンソレイユ
住所 宮城県登米市南方町山成１８９－２
TEL 0220-23-7525

FAX 0220-23-7505

HP

http:// ひだまりポッケ .com

地域活性化の起爆剤に ！﹁米川の水かぶり
﹂

森地区コミュニティ推進協議会
︵登米市森公民館︶
では︑地域づく

みんなの楽しみ﹁元祖親子なわとび大会﹂

り・ふれあい事業﹁第 回 元祖親子なわとび大会﹂を２月 日に開

昨年 月︑悲願のユネスコ無形文化遺産に登録された︻火伏せ

FB でも情報発信中︕「米川地域振興会」で検索☆

の奇祭
﹁米川の水かぶり﹂
︼
が２月２日︑登録後初開催されました︒

米川地域振興会
︵登米市米川公民館︶
では運営サポートとして︑準

備や片付け︑メディアへの情報提供などを︑毎年行っています︒
今
年は︑米川地区地域おこし協力隊員が代表を務める﹁米川ボラン
ティアガイド﹂
の皆さんが︑訪れた方への案内や︑水かぶりの写真

催し︑
スポーツを通した地域交流を図りました︒

開始当初は近隣地域で
ちょっと気になるのは 元祖 という名前︒
｢
｣
行われていなかったそうですが︑
徐々に拡がり始めたため︑
森地区が

最初に開催したとの想いもあり︑途中から
﹁元祖親子なわとび大会﹂

と大会名を改め︑
現在に至っているそうです︒

親子だけではなく︑元気な 代以上の皆さんもたくさん参加され

0220-22-8387

をポストカードにしたグッズ販売も行い大盛況でした︒

ていて︑
普段顔を合わせる機会の少ない方とも会うことができたり︑

また︑今年１月からホームページを新設公開中！森地区の色々な

電話

http://moriko-miyagi.jp/

HP

http://miyagi-yonekawa.com/
HP

併せて世代間交流も生まれる貴重な場になっていました︒

宮城県登米市迫町森字西表 195 番地
登米市森公民館

また︑
米川地域振興会では平成 年度に地域づくり計画の見直し

住所

0220-53-4155
電話

宮城県登米市東和町米川字四十田 25 番地 1
登米市米川公民館

米川地域振興会

24

住所

を行い︑地域一丸となり第３次地域づくり計画を策定︒
自然を生か

地域を盛り上げるべく
毎年お手伝いされています

情報が掲載されておりますので︑
ぜひチェックしてみてください♪

森地区コミュニティ推進協議会

30

60

11

した遊び場づくり︑移動マルシェプロジェクトなど︑新たな取組み

るよ～

となっていますので︑
地域の皆さん！ぜひ参加してみてください♪

来年も待って

43

新設ホームページは
おこし 】
【 森公民館 森風
で検索！

地域トピックス

TOME PLAZA NEWS
３月期決算の
皆さん
お早目の準備
を
お願いします
！

3 月決算の登米市内 NPO 法人の皆さんへ

2018 年度（平成 30 年度）も早いもので、年度末を迎えようとしています。そこで、
「全ての NPO 法人が毎年作成・提出しなければならない書類」について再確認をお願いします。
また、これらの決算書類は活動内容や実績を市民に伝える重要なツールです。

登米市に提出する
部数

提出書類名

正確に作成し、団体の信頼度を高めましょう。

ト︕
ポイン

毎事業年度終了後 3 ヶ月以内（3 月決算➡6 月 30 日）が提出期限となります。
作成後、所轄庁の登米市に提出してください。

︕
︕ 注意 提出期限を過ぎてもなお事業報告書等の提出がないときは、法第 80 条の規定に
より過料が処されることになります。また、3 年以上にわたり、事業報告書等の

１

事業報告書

２

２

活動計算書または収支計算書

２

3

貸借対照表

２

4

計算書類の注記

２

5

財産目録

２

6

提出がなければ、法第 43 条の規定により、特定非営利活動法人の設立の認証の
取消対象になります。期限までに提出しましょう。

７

前事業年度の年間役員名簿

※報酬の有無に関わらず前年度の全役員について提出する必要があります。
※各役員について報酬の有無も記載します。

社員のうち 10 人以上の者の名簿

２
２

※10 人以上社員がいることを確認します。

ピックアップ

乳がんは早期発見、早期治療が大切︕ 検診は必ず受診しましょう︕
「ピンクリボン～ブレストサポート tome」
は、乳がんの早期発見、早期治療の大切さをより多くの女性の皆さんに知ってもらいたいとの願いから、昨年
12月に設立された新しい団体です。
代表の尾形さんは医療事務のお仕事をされていて、
病院に来られる乳がんの患者さんや、
乳房に不安がある方と関わっ
ていくうちに、自分に何かできることはないか︖と考えるようになったとのこと。
ピンクリボンアドバイザーの資格を取得され、最近中級資格にも合格。
「本当に乳がんは早期発見、早期治療が大切です。
そのためには自分でセルフチェックをしてみたり、忘れずに乳がん検診は受診してくださいね」
と尾形代
表。
また、
「乳がんになられた方にも、
医学的根拠のある情報を伝えながら、
少しでも心とお身体のお役に立ちたいですね」
と想いをお話しいただきました。
乳房に心配のある方、どこに相談したらいいか分からないなどといったお困りごとの相談対応と併せ、企業や地域での、乳がんに関する勉強会
等のサポートも行っていきたいとのことですので、お気軽にお問い合わせしてみてください。
また、
一緒に活動していただける方も募集中とのことです。
活動に賛同していただける方、
乳がんに関する勉強をしてみたい方、
ぜひご連絡してみてください。
【 ピンクリボン～ブレストサポート tome 】
TEL︓080-3145-2680（代表 尾形）Facebook ページも公開中︕こちらからもメッセージを送信できます。「ピンクリボン～ブレストサポート tome」で検索︕

とめプラザ活動 NEWS

「知ろう︕伝えよう︕つながろう︕分野別交流会 ( まちづくり )」を開催しました
１月と２月、
「知ろう︕伝えよう︕つながろう︕分野別交流会
（まちづくり）
」
を開催。
2 回とも
「まちづくり」
をテーマとして、主に登米市の観光・
インバウンド・農泊・グリーンツーリズムなどに係る活動をされている方や、
ご興味のある市民の皆さんにご参加いただきました。
第 1 回では、皆さんから自己紹介と併せ
「これをやってみたい︕」
「こうなったらいい︕」
という想いを、時折笑いを交えながら発表していただき、それ
らを実現していくためのアイデア出しや、
地域おこし協力隊・安食隊員の
「みんなで取組むまちづくり」
についての考えなどもみんなで共有しました。
第２回では、
豊里コミュニティ推進協議会が制作した映画
「ひとりじゃない」
を鑑賞し、
映画が持つ波及効果についての意見交換や、
「交流 & 関係人
口」増加につなげるための活用法などを探っていただきました。
この交流会で初めて会われた方々は、名刺交換をしながら各々の活動を紹介し合う
など、
つながりづくりも積極的にされており、
様々な方々、
様々な団体が連携することにより実現可能となる
「新たな取組み・行動」
が期待されます。

ラジオコーナー「まるっと︕とめ Like」で、たくさんの情報発信をありがとうございます︕

延べ、48 団体の皆さんが出演されました★（写真掲載できなかった皆さん、ごめんなさい…）

平成 31 年度も引き続き、H@!FM「しゃべらいんラジオ」番組内「まるっと！とめ Like」のコーナーにて、
皆さんの声で、活動紹介やイベント案内など情報発信していただきます。どうぞお楽しみに！

H@!FM の
コーナー
で
情報発信
をしていま
す！

募集 & ご案内
「石越の夜の新しい過ごし方はいかが？」

夜の古本カフェ

しょうゆうや

会 場：笑友家（登米市石越町南郷字芦倉 14）
入場料：100 円（運営協力金）

※詳しくは、石越郷土史研究会 HP にてご確認ください

最終日は
13︓00 まで

日 時：３月 29 日～４月４日
場 所：イオンタウン佐沼 セントラルコート
日 時：４月 2 日（火）13:25 ～ 15：00
場 所：イオンタウン佐沼 セントラルコート
内 容：13:30~ ミュージックケア
14:25~ おてだまの時間

主 催：自閉症啓発デー in とめ実行委員会
事務局：0220-44-4171（NPO 法人奏海の杜）
0220-44-4167（とめ市民活動プラザ）

第

8回

公益活動団体

ケアカフェ とめくり

活動
PR

テーマ：私が新人だった頃

カフェを訪ねるように気軽にご参加ください。

活動 PR ができます。( 無料 )
お電話またはご来館いただき
お申込みをお願いします︕

参加費：200 円
対 象：誰かを思いやる側に立ってる人すべて
持ち物：名札、名刺、マグカップ、笑顔
要予約

主 催：とめっくりーず
メ ー ル ：tomekkurys2017@gmail.com
Facebook とめっくりーず

詳細は、Facebook の
イベントページへ☆

募集中！

こちらのスペースでイベント・

日 時：４月 12 日（金）18:30~20:30
場 所：登米市宝江ふれあいセンター 研修室
( 登米市中田町宝江黒沼字浦 38
・ 番地３)

お申込み
で
こちらま

主
催：石越郷土史研究会
お問合せ：090-9749-0419（事務局 千田）

登米市内４ケ所の障害福祉事業所が
世界自閉症啓発デーに合わせ開催します♪

イベント

日 程：3 月 24 日（日）、４月 21 日（日）
5 月 26 日（日） 古本市 石越
・エコノミー
時 間：18：00 ～ 21：00 ブック・シェアリング

世界自閉症啓発デー in とめ
作品展

いろんなジャンルの本を読んだり、
参加者同士で会話を楽しんだり、
楽しい時間を過ごしましょう︕

医療者・介護者・福祉者のための

イ ベ ン ト・ 作 品 展 を 開 催 ！

0220-

44-4167
（とめ市民活動プラザ）

詳しい内容については、主催者 ( 団体 ) へお問合せください

Information
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♪
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３月
特定非営利活動法人とめタウンネット

