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NPO法人生活支援プロジェクトK 主催
子育て支援わくわくけせんぬま・ママの心と身体の健康サロン 協力

「 ママのくつろぎタイム 」

平成31年3月8日(金)9:30から,階上公民館2階の和室にて「ママのくつろぎタイム」が開催
され,12組の親子が参加しました。“育児中のママの健康をサポートしたい”と始まったこの取
り組みは,今回で9回目の開催となりました。血圧・身体測定の他, 個別の健康相談コーナーも設
けられ,参加したママ達は自分の健康と向き合える貴重な機会となっていました。

ミニ講話では,助産師さんによる「子どもの体を洗う
時に注意すること」「子育てで悩んだときにどう乗り越
えるか」などのお話があり,みなさん真剣に耳を傾けて
いました。

参加者からは「助産師の方に直接相談できる貴重な機
会で,毎回通っている。知り合いや家族には話にくいこ
とも相談でき,丁寧に対応してくれるのでとてもありが
たい。今日のような子連れで参加できる企画があって,
気仙沼は子育てがしやすい町だと感じている。」との感
想がありました。

主催のNPO法人生活支援プロジェクトK代表の西
城さんは「検診や健康相談という目的以外に,ママ同
士の交流や情報交換の場として活用してもらえれば
と思う。子どもものんびり遊びながら,親子でリラッ
クスして過ごしているのを見るととても嬉しい。」
と話されていました。

◎ママのくつろぎタイムについてのお問合せはこちら◎
NPO法人生活支援プロジェクトK 090-4076-5071 (西城)

団体の活動をセンターからお伝えします。
「取材に来てほしい」「この団体について教えてほしい」などが
ありましたら,お気軽にセンターまでお問い合せください。
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団体の活動をセンターからお伝えします。
「取材に来てほしい」「この団体について教えてほしい」などが
ありましたら,お気軽にセンターまでお問い合せください。

仙台かえり雛の会気仙沼支部主催・ 法人生活支援プロジェクト 協力

かえり雛展示

平成 年 月 日月から 月 日水の間気仙沼プラザホテルのロ
ビーで「仙台かえり雛気仙沼支部」によるかえり雛の展示が行われ
ました。
こちらの団体では 「東日本大震災で行方不明となってしまった方
が 日でも早く家族の元に帰れますように。」と願いを込めて 市内
の森前林地域の方々と共にかえり雛を作っています。

【かえり雛】

展示スペースの傍らにはかえり雛を見た方が自由に感想を書くことができるノートがありホテル
の宿泊客などから「素敵なかえり雛を見れて良かった感動した。」などの声が書かれていました。
仙台かえり雛の会気仙沼支部の代表千葉さんは「震災を風化させない為にもこれからも想いを込
めてかえり雛を作り続けていきたい。」と話されていました。

仙台かえり雛の会気仙沼支部へのお問合せはこちら→ 代表 千葉

【 体のかえり雛の展示】

かえり雛はもともと還暦を迎えた女性へのお祝いとして贈るお雛様の
ことです。震災後神奈川県箱根町から被災地支援としてこのかえり雛を
仙台に贈ったことがきっかけとなり 気仙沼にも広まってきました。
箱根からの支援は今も続いており現在は箱根・横浜・東京のボラン
ティア団体「勝手に応縁隊」として 仙台かえり雛の会気仙沼支部に 材料
となる着物を提供しています。

気仙沼市主催
一般社団法人プレーワーカーズ受託事業

「パパのための子育てアイデア」

平成31年3月17日(日)10:00から気仙沼市主催の「パパのための子育てアイデア」が開催されま
した。この事業は,一般社団法人プレーワーカーズが企画運営し,21名が参加しました。

講師は,家族の笑顔を増やすための講演活動を各地域で行っている,NPO法人
ファザーリング・ジャパンの高祖常子さんでした。今回は,気仙沼市が総合的な
結婚・子育て施策として実施する「プロジェクト1.90」の一環として,父親の育
児参加促進を目的に開催されました。
講演では, 父親も家事・育児に参加しやすくするために「いくつかの家事は丸

ごとパパが担当する」「家事と子どもの遊びを融合する」など,具体的なアイデ
アが紹介されました。また,「ママの地雷を踏む台詞7か条」等,夫婦でコミュニ
ケーションを取って家事・育児をこなす為のポイントについてもお話があり,実
践的でユーモアのあるお話に,参加者は頷きながら耳を傾けていました。

【講師 高祖氏】

講話以外にも「ワークライフバランスについて」「心の充実
感を再認識する」等のワークもあり,夫婦の子育てに対する関わ
り方を客観的に見ることができました。
企画運営した(一社)プレーワーカーズは「2年にわたるパパへ

のヒアリングを通し,仕事と子育ての両立の難しさなど,パパの悩
ましい実態が見えてきました。今回の講演がパパの子育てを
助け,子どもやママの笑顔にも繋がることを願っています」

と話されていました。
【会場の様子】
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当センターでは,随時イベント情報を
募集しております。
お気軽にお問合せください！イベント・講座案内板

実行委員会主催

今年もこの季節がやってきました！
会場内の桜に包まれながら
全３０組の出演者が

皆様にすばらしい音楽をお届けします♪

日時：平成 年 月 日土 ～
会場：清凉院 会場本堂東庵ツリーハウス前

気仙沼市本吉町大森
※東庵屋内 では と朗読会を行います

入場料：無料
＜主催・お問合せ＞
気仙沼ストリートライブフェスティバル
実行委員会事務局

又は

屋台フリーマーケットもありますので
音楽と共にお楽しみ下さい！

日時：平成 年 月 日土 ～
会場：ひとまちしごと交流プラザ 階

気仙沼市南町海岸 番 号
参加費：無料
＜お問合せ＞
気仙沼まち大学運営協議会

【日時・会場】
平成 年 月 日金 ～
本郷食堂気仙沼市本郷
平成 年 月 日土 ～
面瀬地域ふれあいセンター 気仙沼市松崎高谷
【参加費】無料
【共催】
ふうどばんく東北 月 日は後援
本郷食堂 月 日のみ 虹の架け橋 月 日のみ
【お問合せ先】 白木

秦野

お子さんから大人まで、
おやつを通して絆づくり！
英語の歌やゲーム懐かしの歌謡曲もあります。
どうぞお気軽にご参加ください♪

お手伝いができる方、歌が好きな方、家庭の
お漬物を提供できる方を募集しています！
詳しくはお問合せ下さい。

気仙沼ライトハウス 主催

みんなのおやつタイム

第 回

〈0歳ちゃんあつまれ～！〉

0歳児親子の優先日です。
8日は助産師さんに育児相談ができます！
日時：平成31年4月8日(月),17日(水),26(金)

10:00～15:00

〈さらしおんぶ講習会〉
講師の杉浦美里さんより,さらしを使った抱っことおん
ぶの仕方を学べます。(参加費500円）
日時：平成31年4月24日(水)10:30～11:30

【お問合せ先】子育て支援わくわくけせんぬま
TEL:080-6030-6337(担当：星)

【会場】気仙沼市田尻沢190-3 aso-bon内
開放日：平日10時～15時 (土日祝を除く)

子育て支援わくわくけせんぬまでは、
乳幼児親子の居場所作りを中心とした活動を
行っています！開放日は参加費無料で

ご自由にお過ごしいただけます。
どうぞお気軽にご利用ください！

＜タイムテーブル＞
～ オープニングイベント
～ 東北学院大学大学院・大滝精一先生

じゃらんリサーチセンター・
三田愛さんによる講演

～ 子どもから大人まで楽しめる
ワークショップやイベント

気仙沼市の内湾商業施設の隣に、
人・町・仕事を結ぶ新たな拠点がオープン！
どなたでも参加できますので、
是非お越しください！



編集後記
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東北電力ふれあいギャラリー案内板 センター登録団体の
活動紹介をするギャラリーです！

3月の東北電力ふれあいギャラリーの展示は,一般社団法
人Nr.12さんでした。
毎月11日の東日本大震災月命日に「支援の想いをカタチ

にする」という理念のもと,キャンドルを灯す「ともしびプ
ロジェクト」についての紹介でした。展示では,色とりどり
のキャンドルの展示や,これまでの活動についても紹介があ
りました。きれいなキャンドルやポスターは,見る人の心を
穏やかにしてくれました。

4月の展示は、けせんぬま森のおさんぽ会さんです！

気仙沼市民活動支援センターの紹介

今年から,本格的に花粉症になってしまいました…。晴れ渡ると,とても嬉しい反面「花
粉が飛びやすいだろうなぁ…」なんて思ってしまい,なんだかとても切ないです…。
花粉に負けず,新年度も頑張りたいと思います。よろしくおねがいします！ 冨永

新年度が始まり,新しいスタートを切られた方も多いのではないでしょうか？そこで,改めて
当センターが行っている支援をご紹介します！ぜひ,皆さんの活動にお役立てください！

市民活動・NPOの運営の相談
会員や資金の不足,事業方法など団体の課題や
困り事の相談ができます。

市民活動・NPOの情報提供
助成金情報や団体情報など市民活動・NPOに
ついて必要な情報を提供しています。

各種講座・イベントの企画実施
団体のスキルアップのために様々な講座を
企画・実施しています。

NPO法人化についての相談
NPO法人(特定非営利活動法人)の認証申請を行
う手順や書類作成等について相談ができます。

団体活動やイベントのPR支援
情報誌「まちづくり通信」,ホーム
ページ等を通じ,団体のイベントや
活動内容を広くPRできます。

当センターを利用する為には,事前の登録が必要です。登録は無料です。（※営利目的の活動,
株式会社,政治・宗教活動などは対象外です。）登録をすると,様々なサービスを利用できます。

簡易印刷
原稿1ページ(製版)を100円で印刷できます。
印刷用紙は各自でご準備ください。

コピー(白黒)
コピーは1枚10円です。(コピー用紙の持ち
込みは不要です。)

東北電力ふれあいギャラリー
東北電力気仙沼営業所様のショーウィン
ドウへ団体の作品など展示できます。

市民活動・NPO情報誌の購読
市民活動・NPOに関する最新の情報を毎月ま
とめて郵送することができます。(100円/月)

◎当センターに関するお問い合わせはこちらまで◎
気仙沼市役所ワン・テン庁舎1階 震災復興・企画部 地域づくり推進課内
気仙沼市民活動支援センター TEL:0226-22-6600 (内線335）

＜ 支援内容 ＞

＜ 利用できるサービス内容 ＞


