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   7月 6日（金），石巻合同庁舎

委員会を開催しました。今年度

が次のとおり決定されました

 
 
 
 
 
 
 
なお，平成 24年度の事業計画

１ 支部交流会

石巻支部会員
流の場
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他団体
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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２４年８月発行 

発行 みやぎ地域づくり団体協議会石巻支部事務局 

石巻合同庁舎で平成24年度みやぎ地域づくり団体協議会石巻支部

今年度は 2年に 1度の役員改選の時期でもあり

されました。 

事業計画も以下のとおり決定されました。 

支部会員活動助成事業

みやぎ地域づくり団体協議
会石巻支部の構成員同士の相
互の交流を促進して，主体的
な地域づくりの取組を推進す
るため，構成員3団体以上が
協力して行うイベント等に対
して事業費の助成を行うもの

情報提供

１ 支部情報誌
『Appogio

２ その他

県東部地方振興事務所
のＨＰを活用
員のイベント
信

交流事業

支部交流会の開催

石巻支部会員の相互交
場

相互交流

他団体が開催するイベ
等に参加・交流

特定非営利活動法人いしのまきＮＰＯセンター 

野蒜まちづくり協議会 会長） 

石巻地区広域行政事務組合総務企画課 課長） 

 

 

   

団体協議会石巻支部

でもあり，新しい役員

情報提供

支部情報誌
Appogio』の発行

他

県東部地方振興事務所
活用した支部会

のイベント等の情報発

 専務理事） 

 



 

網地島ふるさと
 児童養護施設の子どもたちを

島ふるさと楽校」が 7 月 27

 

 
 

子どもと水環境
 7 月 29 日（日）に「NPO

んのメニューとなりました

主催団体のひとつＥＭエコクラブみやぎの

川事務局長は，「同じ“水”

3団体が合同でイベント開催

ぶことが多かった。せっかくできた

の繋がりを今後も大切にしたい

ました。 

 

 

ふるさと楽校 
どもたちを島に招待して体験学習や島の人との交流

27 日（金）～29 日（日）に「あじ朗志組」

れました。島の方々のほか，大学生

ィア，県・市職員も参加しました

 昨年は震災の影響で開催できず

の開催となりました。今年は，

いた宿泊施設が使えない上，カヤックも

で流失してしまい，規模も縮小

子どもたちは網地島の豊かな

びのびと活動していました。 
  
 

水環境の交流イベント 
NPO 法人ひたかみ水の里」，「新古里村ほたる

クラブみやぎ」の 3 団体が協力

と水環境の交流イベント」を開催

のイベントは支部会員活動助成事業

施されました。 
ＥＭだんごを利用して水が浄化

みを勉強するほか，カヌー体験

ほたる鑑賞会など，子どもが水環境

学べる盛

りだくさ

んのメニューとなりました。 
エコクラブみやぎの及

”をテーマに活動する

開催でき，自分たちも学

せっかくできた団体同士の横

にしたい。」と語ってくれ

交流を行う「網地

」の主催で開催さ

大学生ボランテ

しました。 
できず，2 年ぶり

，以前使用して

カヤックも津波

縮小されましたが，

かな自然の中での

 

 

ほたる会」，「ＥＭエコ

協力して，「子ども

開催しました。こ

支部会員活動助成事業として実

浄化される仕組

体験，行燈づくり，

水環境に親しみ，



第 21 回 女川
 8 月 9 日（木），第 21

開催されました。光太郎祭

村光太郎記念会事務局長の

ラのアトラクションなどが

りであることを改めて認識

に通じるものがあるからこそ

るのではないか。」と仰って

 
 
 
 
 
 

 
事務局では，東部地方振興事務所

巻支部会員が開催するイベント

 東部地方振興事務所のＨＰ

合には，イベント開催日の

務局までお知らせ願います

 なお，御連絡いただきましたイベントについては

『Appogio』に掲載することもございます

際には御協力願います。

女川「光太郎祭」 
21 回女川「光太郎祭」が女川町民野球場坂本龍一

光太郎祭では，群馬県立土屋文明記念文学館の佐藤浩美先生

の北川太一先生の記念講演，詩の朗読のほか

ラのアトラクションなどが行われ，高村光太郎に思いを寄せる人たちが

光太郎祭は,平成 3 年

る貝廣さんが中心となり

寄付を集めるなどして

どを刻んだ石碑を設置

開催されてきました。

石碑のほとんどが流失

も犠牲となってしまいました

佐藤先生は「震災で

となり，貝さんが残した

なってしまったが，光太郎祭

も開催された。人の力

認識した。文学はひとり歩きしない。貝さんの

じるものがあるからこそ，石碑がひとり歩きすることなく，光太郎祭

っていました。 

東部地方振興事務所のＨＰを活用し，みやぎ地域づくり

イベント等の情報発信をさせていただきます。

ＨＰに掲載を希望される場

の概ね１週間前までに，事

います。 
いただきましたイベントについては，

することもございますので，その

女川町民野球場坂本龍一マルシェで

佐藤浩美先生や，高

のほか，ギターやオペ

たちが集まりました。 
年に前会長であ

となり，町民から

めるなどして光太郎の詩な

設置して以来,毎年

。昨年の震災で,
流失したほか会員

となってしまいました。 
で貝さんも犠牲

した石碑も無く

光太郎祭は今年

力で作られる祭

さんの思いも多くの人

光太郎祭が続いてい

 

づくり団体協議会石

。 



１ 「地域づくり団体活動支援事業

財団法人地域活性化センターが

う自主的・主体的な地域づくりのために

して，講師の謝金・旅費を

だくか，地域づくり団体全国協議会

http://www.chiiki-dukuri
  毎年，秋頃には予算額に

を予定している会員の方はお

 
２ 「被災市町村地域コミュニティ

  財団法人地域活性化センターが

落の住民同士の絆の維持

的・主体的に実施する事業

施する事業が助成対象となります

団法人地域活性化センター

 http://www.chiiki-dukuri
下さい。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
この情報紙に掲載する記事を

また，ご意見やご質問等がございましたらお
 
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

宮城県東部地方振興事務所 地方振興部

TEL :0225-95-1414   FAX: 0225
E-mail :et-sinbk@pref.miyagi.jp  
 

平成24年度みやぎ地域づくり団体協議会石巻支部長 
平成24年度みやぎ地域づくり

  昨年3月に発生した東日本大震災

継ぎ，昨年から支部長を務めさせていただいております

 東日本大震災で甚大な被害

震災後の地域づくりに必要なものと

にも，みやぎ地域づくり団体石巻支部

性化を図っていきたいと思いますので

 
団体活動支援事業」のご案内 

センターが実施する，地域づくり団体及び都道府県協議会

づくりのために，講師等を招聘して開催する

を助成するものです。詳しくは，事務局まで

団体全国協議会ホームページ（財団法人地域活性化

dukuri-hyakka.or.jp/dantai/katsudousien.htm
に達し，受け付けが閉め切られる人気の事業

はお早めに手続きを進めて下さい。 

コミュニティ再生支援事業」の追加募集のお知らせ

センターが実施する，震災や原発事故の影響により

維持を図ることを目的とした，市町村または地域団体等

事業です。平成 24 年 1 月から平成 25 年 12 月

となります。申請書の提出期限は平成 24年 9月

センター必着）です。詳しくは地域活性化センターホームページ

dukuri-hyakka.or.jp/7_consult/hisaisien/hisaisien.html

 

を随時募集しております。 
がございましたらお気軽にご連絡ください。 

団体協議会石巻支部事務局 
石巻市東中里一丁目4-32 

地方振興部内 
0225-95-1471  

@pref.miyagi.jp    URL http://www.pref.miyagi.jp/et-sgsin

団体協議会石巻支部長  木村 正樹 

づくり団体協議会石巻支部長に就任いたしました木村

東日本大震災で犠牲になられた前支部長の貝廣さんから引

めさせていただいております。 
被害を被った石巻地域ではありますが，人の繋がりこそ

なものと考えております。その「人の繋がり」を作るため

団体石巻支部が会員皆さまのお役に少しでも役立てられますよう

いますので，何卒よろしくお願いいたします。 

都道府県協議会が行

する研修会等対して

まで問い合わせいた

財団法人地域活性化センター） 
hyakka.or.jp/dantai/katsudousien.htmを御覧下さい。  

事業ですので，事業

らせ 
により離散した集

地域団体等が自主

月 31 日までに実

月28日（金）（財

センターホームページ  
hyakka.or.jp/7_consult/hisaisien/hisaisien.html をご覧

 

sgsin/ 

木村です。 
引き 

がりこそ， 
るため 

てられますよう，支部の活


