
 

平成 26 年度みやぎ地域づくり団体協議会石巻支

部委員が改選され、次の 10 名が新たに委員となり

ました。 

 石巻支部会員の元気な地域づくり活動のため、委

員と協力して支部の活性化を図ってまいります。 

（50 音順、敬省略） 

民間委員 

尾形將親（宮戸コミュニティ推進協議会代表） 

兼子佳恵（（特非）石巻復興支援ネットワーク代表理事） 

木村正樹（（特非）いしのまき NPO センター専務理事） 

須田勘太郎（女川・光太郎の会会長） 

松村豪太（（一社）ISHINOMAKI2.0 代表理事） 

行政委員 

佐藤由美（石巻市復興政策部地域協働課副参事） 

浅野吉彦（東松島市復興政策部市民協働課長） 

佐藤雅裕（女川町企画課長） 

三浦昭彦（石巻地区広域行政事務組合総務企画課長） 

乗田知男（東部地方振興事務所地方振興部長） 

 

 

 8 月 29 日（金）平成 26 年度みやぎ地域づくり団

体協議会石巻支部委員会を開催しました。 

 支部役員も次のとおり改選されました。 

 

 

 

 また、石巻支部委員会では、平成 26 年度の事業

計画が策定され、次の事業を行うこととなりました。 

 なお、今年度の事業計画は、地域づくり団体等相

互の連携・交流を促進し、自主的な地域づくりを促

進することを目的として計画しました。 

１ 交流事業 

毎年実施している支部交流会のほか、活動分野

に応じた支部分会交流会を実施し、交流の機会を

増やします。 

２ 支部会員活動助成事業 

  支部会員同士の交流を促進するため、支部会員

同士が協力して行う事業に対して助成金を交付し

ます。 

３ 情報提供事業 

支部情報誌「Appoggio（アポージオ）」の発行

のほか、希望する会員に対しては、メールによる

地域づくり活動関連の情報提供を行います。 

４ 新規会員加入促進 

  石巻管内で活動する地域づくり団体等に対して、

積極的な加入を促し、支部の活性化を図ります。 

５ 会員訪問 

  会員の活動状況を把握するため，会員訪問を実

施します。 

 

 

 

 

 平成 26 年度みやぎ地域づくり団体協議会石巻支

部交付金の助成金申請を 9 月 8 日（月）から受け付

けます。 

この交付金は、石巻支部会員相互の交流を促進し

て、主体的な地域づくりの取り組みを推進するため、

支部会員３団体以上（行政機関を除く）が協力して

行うイベント等に対し、事業費の全部又は一部を助

（アポージオとはイタリア語で，支援・応援を意味する言葉です。） 
平成２６年８月発行 

編集・発行 みやぎ地域づくり団体協議会石巻支部 

平成 26 年度石巻支部委員御出席の皆様 

よろしくお願いします！ 

支 部 長：木村正樹氏（いしのまき NPO センター） 
副支部長：松村豪太氏（ISHINOMAKI2.0） 
監  事：佐藤雅裕氏（女川町） 
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成するものです。 

総額で 10 万円と金額は大きくはありませんが、皆

様の地域づくり活動の一助となるべく、申請をお待ち

しております。 

 

 今年度は会員訪問を行います。 

 震災の被害が大きかった石巻地域では、震災を機に

活動が休止・不活発化も想定され、近年支部交流会で

もお目にかかれない団体もあります。そのような団体

の状況を把握するため、会員訪問を行いますので、皆

様の御理解と御協力をお願いいたします。 

 

 

 会員の皆様に、会員のイベント情報、地域づくり関

連の助成金情報など、希望される方にメールで情報提

供をさせていただきます。 

 地域づくり関連のフレッシュな情報をお届けしま

す。ぜひご登録下さい。 

 メール配信を希望される方は 

et-sinbk@pref.miyagi.jp 

まで、メールで御連絡下さい。 

 なお、メールでの情報配信を希望される方には、今

後、支部情報紙「Appoggio」もメールでお送りさせ

ていただきますので、ご了承下さい。  

 

 

 

 

 この度、みやぎ地域づくり団体協議会石巻支部に新

たに３団体が入会して下さいました。

 

 芸能人から寄付された衣類を販売し、得た利益を被

災地に還元するという服の力で被災地支援活動を行

っている団体です。 

代表理事の三上さんは、被災地に雇用を確保するた

めこの事業を開始し、多くの芸能人の方からの賛同も

得てこの事業を展開しています。 

芸能人から寄付された衣類はインターネットを通

じて販売されています。 

ホームページ：http://powerofcloset.com/ 

 最近では、GLAY の TERU さんと協力して「石巻

ミサンガプロジェクト」に取り組んでいます。TERU

さんもパワクロの取組に賛同し、多くの衣類を寄付さ

れた芸能人の 1 人です。寄付された沢山の衣類の中に

は、傷みなどのため商品にできない衣類もあり、その

衣類をうまく活用して、被災地支援に繋げることがで

きないか、と考えられたのがこの「石巻ミサンガプロ

ジェクト」です。TERU さんから寄付された衣類を

石巻のお母さんたち「おだってばりぃで」と石巻地域

で若者の就職と自立支援を行っている「石巻地域若者

サポートステーション」が協力して、一本一本丁寧に

作成されています。 

 

 

 

 子育て支援、担い手の育成、仮設住宅への支援、復

興コーディネート等の事業を行うため、ママたちが集

い、夢を応援するカフェ「Café butterfly」の運営、

すべての人に出番と居場所を作る「石巻に恋しちゃっ

た♡」の実施、仮設住宅を中心とした地域全体のコミ

ュニティづくりなど、多岐にわたる事業を展開してい

ます。 

なかでも、「石巻に恋しちゃった♡」では、様々な特

技をもつ地域の「達人」たちが多くの人に体験プログ

訪問にあたっては、事務局から御

連絡をいたします。 

びっくりしないで下さいね。 

登録お待ちしております 

mailto:et-sinbk@pref.miyagi.jp
http://powerofcloset.com/
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ラムを通じて石巻地域の魅力を発信しています。 

これまで４回の開催で、約 3,500 人の参加者を募り

ました。先日開催された第５回「まちびらき」編でも、

70 を超えるプログラムを実施し、大好評を博しまし

た。 

ホームページ：http://yappesu.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東日本大震災における被災地の子どもたちを笑顔

にする支援活動を行うため、設立された団体です。 

現在は、石巻市雄勝町を中心に活動を行い、子ども

たちが体験を通じて感じて学ぶことができる場を創

造し、地元の方々が主役となって運営することで、地

域の再生を目指す活動を行っています。 

 なかでも「雄勝学校再生プロジェクト」は、石巻市

雄勝町の2001年に廃校になった旧桑浜小学校の校舎

を再生させ、国内外の子どもたちが命の大切さや自然

との共生を学び、サステナブルな社会を担う人材を育

成する自然学校とすることをめざしています。2015

年のオープンに向けて、地元住民と立ち上げた協議会

や全国のボランティアとともに手作りで校舎を修繕

している真最中です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 応募資格 

宮城県内において、市民活動（社会福祉、公共の利

益、環境、教育、文化、国際理解など）のために日々

積極的に活動し、設立後概ね５年以上活動している団

体 

２ 賞金 

 大賞 100 万円、ノミネート賞 3 万円（第１次審査

通過団体） 

３ 応募方法 

所定の様式（※）にて必要事項を記入のうえ、団体

規約（定款）、総会資料（役員名簿含む）、過去５年間

の活動実績をまとめたもの及びパンフレット等を添

付のうえ、平成 26 年 11 月 8 日（当日消印有効）ま

でに郵送により応募する。 

４ 応募期間 

 平成 26 年 9 月 1 日（月）から平成 26 年 11 月 8 日

（土）まで 

５ 応募・問い合わせ先 

 一般社団法人 愛知揆一福祉振興会  

〒980-0813 

     仙台氏青葉区米ヶ袋 1-5-21 

電話：022-262-0666 

FAX：022-227-1320 

ＨＰ：http://www.aichi-fukushi.org/ 

※ 応募の様式は一般社団法人愛知揆一福祉振興

会のホームページからダウンロードし、プリントア

ウトして下さい。なお、応募にあたっての詳細は、

も財団のホームページ 

（http://www.aichi-fukushi.org/）を御覧下さい。 

１ 助成対象 

 岩手県・宮城県・福島県のいずれかの県において、

民間非営利組織が地域の人びととともに取り組む、コ

ミュニティの復興・再生・活性化に向けた事業 

２ 対象団体 修繕中の旧桑浜小学校 

http://yappesu.jp/
http://www.aichi-fukushi.org/
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 岩手県・宮城県・福島県のいずれかに活動拠点を置

き、当該地域で活動実績が 1 年以上ある民間非営利活

動組織（法人格の有無・種類は不問） 

３ 助成金額 

 １件あたり 300 万円から 500 万円 

４ 助成期間 

 平成 27 年 1 月 1 日から 12 月 31 日までの 1 年間 

５ 応募期間 

 平成 26 年 10 月 1 日から 10 月 15 日まで（当日必

着） 

６ 連絡先 

認定 NPO 法人日本 NPO センター「東日本大震災

復興支援 JT NPO 応援プロジェクト」事務局 

〒100-0004 

東京都千代田区大手町 2-2-1 新大手町ビル 245 

電話：03-3510-0855 

FAX：03-3510-0856 

E-mail：jt-npo-ouen@jnpoc.ne.jp 

 

 トラベルレストランとは、その時その場でしか味わ

えないシチュエーションで準備される一日限定の特

別なレストランのことです。このレストランは食べ物

だけではなく、その土地の風土や文化、人の出会いも

大切な料理のひとつ。今回は「ほや」をテーマに石巻

の魅力を体験します。 

開催日：9 月 14 日（日）～15 日（月・祝） 

集合場所：石巻駅 

定員：20 名程度 

参加費：6,000 円（1 日参加）/12,000 円（2 日参加） 

※参加費には宿泊費等を含みません。タイムスケジュー

ル等詳細は下記問い合わせ先に連絡願います。 

＜申し込み・問い合わせ先＞ 

 （一社）ISHINOMAKI2.0 担当：湯浅 

 電話：0225-25-4953 

 FAX：0225-25-4954 

 E-mail：travel-restaurant@ishinomaki2.com 

 みやぎ地域づくり団体協議

会石巻支部長に就任いたしま

した木村正樹です。 

 平成 23年に支部長に就任し

て以来、約 3 年が経過いたし

ました。 

 その間、石巻地域では、多く

のボランティア団体にも活動いただきました。震災後

3 年が経過し、今後支援団体もこの地域からの引き上

げを考え始める時期が来ています。外から来ていただ

いた支援団体の方々の叡智を引き継ぎ、石巻地域を

我々の手で皆様とともに盛り上げて行きたいと考え

て下りますので、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この情報紙に掲載する記事を随時募集しておりま

す。石巻支部会員のイベント情報などぜひお寄せくだ

さい。また，ご意見やご質問等がございましたらお気

軽にご連絡ください。 

 
みやぎ地域づくり団体協議会石巻支部事務局 

〒986-0812 石巻市東中里一丁目 4-32 

宮城県東部地方振興事務所 地方振興部内 

TEL 0225-95-1414  

FAX 0225-95-1471 

E-mail  et-sinbk@pref.miyagi.jp 

＜事務局から＞ 

 みやぎ地域づくり団体協議会石巻支部の事

務局をつとめさせていただいております東部

地方振興事務所の地方振興部です。 

 みやぎ地域づくり団体協議会石巻支部で

は、今年度から地域づくり団体同士の連携・

交流を軸にして支部の活性化に資する事業の

展開を支部長ほか、役員の皆様、委員の皆様

と協力して行ってまいりますので、ご指導・

ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。 

mailto:travel-restaurant@ishinomaki2.com

