
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

連携がもたらす効果 

住みよいまち、生きがいのあるまちづくりを推

進するには、市民の主体的な活動が大事であると

言われます。しかし、まちづくりや市民活動（市民

の自発的活動）を、身近でないと感じている人も多

いのではないでしょうか。市民活動は、困っている

人の助けになりたいとか、こんなことをしたら世

の中はもっと良くなるのではないかという思いを

持った人たちが集まり、継続した活動を行うこと

です。 

名取市には、様々な分野で活動する市民活動団

体が市民活動支援センターに登録をして活動して

います。その活動の幅を広げ、より効果を上げるた

めに、他の団体や行政、企業などと連携すること

は、市民活動のネットワークを拡げるため、活動の

活発化が図られ、組織の基盤強化にもつながるの

で、様々な面でよい効果が期待されます。 

 

名取市の地域連携の取り組み 

名取市は、市民協働によるまちづくりを推進し

ており、協働提案事業というツールを通して市民

活動との協働によるきめ細やかな市民サービスの

提供にも取り組んでいます。 

また、地域と学校が連携・協力し地域全体で未来

を担う子どもたちの成長を支えていく「名取市地

域学校協働活動」の事業にも取り組み始めました。 

そこで、令和元年度の市民活動フォーラムでは、

名取市と市民活動団体で作成した「市民活動行動

指針」を紹介するとともに、市民活動への取り組み

方や連携の効果などについて、既に行政や企業と

連携し活動している２団体のお話を聞き、今後の

連携の在り方を考えていきます。 

市民活動を身近に感じ、取り組みやすくするこ

とで、これからも、好きな名取で生きていきたいと

思える、住みよいまちづくりを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

令和元年度 第 5 回名取市市民活動フォーラム開催！ 

 

～専門性を活かす連携のあり方について～ 
   10 月 20 日（日）開催 

問合せ先 名取市市民活動支援センター 

☎ 022-382-0829  

fax 022-382-0841 

npo@natori-npocenter.or.jp 

https://www.natori-npocenter.or.jp 



 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学術・文化・芸術・スポーツ まちづくり 保健・医療・福祉 

●ふるさと歴史講演会の開催 

●スポーツ競技の普及と振興

（競技大会の主催・スポーツ教

室の開催・審判講習会の開催） 

●高齢者施設を訪ねて芸能など

で元気づける活動 

●郷土芸能の保存継承するため

の活動 

●被災地の心の支えになる新聞

の発行 

●地域活動のための情報交換 

●独居老人、高齢者の居場所づ

くりのための集いの開催（軽体

操・料理教室等） 

●名取市に関するラジオ番組の

制作 

●健康な生活をおくるための食

習慣などの講習会 

●障がい者と地域の人たちとの

関わりがスムーズにいくようボ

ランティアと共にイベントを実

施する活動 

●障がいのある方々の支援（居

住・連携体制・自立・休息・緊

急時・サービス利用計画） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名取市市民活動支援センター登録団体の活動

分野別登録団体数は図のとおりです。 

団体が解決を目指している社会課題は、多様化・

複雑化していることから、その活動内容もまた、

社会のあらゆる分野に広がり、バラエティあふ

れる活動内容になっています。学術・文化・芸術・

スポーツの分野は 22 団体、まちづくりの分野は

21 団体、保健・医療・福祉の分野は 21 団体と

3 分野で全体の 58％となっています。 

そこで、今回は取り組みの多かった 3 分野で

の具体的な活動を登録の際に提出いただいてい

る団体紹介ノートと毎年提出いただいている活

動報告書をもとに紹介します。 

 

団体が取り組んでいる社会課題 

 なとセン登録団体は、社会のため、みんなの

ためになることに自ら取り組んでいる団体で

す。それぞれの団体が、理想と現実のギャップ

である「社会問題」をとらえ、解決するための

「社会課題」に取り組み、“こうありたい”を実

現しようと活動しています。 

例えば、ある団体は、「伝統文化が失われつつ

ある」という社会問題を解決するために、「文化

を伝承していく仕組みをつくる」という社会課

題に取り組み、その具体的な手段として、「伝統

文化を知って興味をもってもらうための体験

会」を開催しています。 

 

 なとセン情報交流室では、名取市で活動して

いる市民活動団体を紹介した団体紹介ノートや

活動報告を公開しています。団体の具体的な活

動だけでなく、活動に対する“思い”を知り、

市民活動を身近に感じてみませんか。 

 

なとセン登録団体の分野別活動状況 

（令和元年 8 月末現在登録 110 団体） 

名取市市民活動団体の具体的な活動（表） 

 



 

歩く旅 

トレイルとは「歩くための道」という意味で

す。長く歩いていると、頭の中が整理され、視

野が広がり、自分たちは自然の中に生かされて

いるという実感を得られ、また、その土地とそ

こに住む人々とのつながりから育まれてきた文

化をよりよく体感できるといわれています。自

然の恵みと脅威を肌で感じる機会としても多く

の皆さんに歩いて欲しい道です。 

被災地沿岸を歩き、移りゆく景色を見ている

と、地球という自然に思いを馳せ、時には何故

ここに生きているのか…と自分を振り返る哲学

的な心境にもさせるという「歩く旅」。

1,000km を歩いたら自分はどんな風になって

いるのだろうと、まだ見ぬ自分に出会う事が出

来る旅でもあります。  

最低限必要な装備をバックパックに詰めて、

テント泊をし、街で必要なモノを調達しながら

歩くハイカー(歩く人)もいますが、宿に泊まり

ながら週末２泊３日、日帰りなど、手軽に始め

られるところも魅力的です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

安心して歩けるサポート  

名取トレイルセンターでは、他５カ所のサテ

ライト施設から全線の各種情報を集約管理し

SNS などで発信しています。 

さらに、センターにはハイカーの強い味方が

います。事務局長の関博充さんは海外のロング

トレイルを歩いた経験者。ロングトレイルの貴

重な体験談を聞けるかもしれません。 

もちろん、スタッフ全員が歩く旅の相談に乗

ってくれます。名取トレイルセンター主催のイ

ベントも開催されているので、是非、足を運ん

でみてください。 

 

 

愛される「道」を育てる  

 「民間団体だからこそ出来る途切れない道を、

ハイカーと共に 100 年、200 年、永らえる道

に育てたい。地域の皆様にも温かく受け入れて

頂き、いつまでも 

愛してもらえる道 

を育てられるよう 

に、という願いを 

もって取り組んで 

います。」と関さん 

は語ってくれまし 

た。 

特定非営利活動法人みちのくトレイルクラブ

では、1,000km を超える全線を踏破されたハ

イカーに全線踏破登録証を発行しています。多

くの皆さまの挑戦をお待ちしております。 

 みちのく潮風トレイル名取トレイルセンター 

問合先  名取トレイルセンター 

名取市閖上 5 丁目 300 番地 31 街区 1 画地 

☎ 022-398-6181    info@m-tc.org 

https://www.mct-natori-tc.jp 

 

みちのく潮風トレイル全線踏破証 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録団体活動紹介 

環境省は、東日本大震災からの復興の後押しをする「グリーン復興プロジェクト」の一環として、

「みちのく潮風トレイル」の設定を進めてきました。全長 1,024km を統括する拠点「みちのく潮

風トレイル 名取トレイルセンター」を名取市閖上に今年 4 月に開所し、環境省、名取市及び特定

非営利活動法人みちのくトレイルクラブの３者が共同で運営しています。   

特定非営利活動法人みちのくトレイルクラブ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

発 行 日 令和元年 9 月１日         

発 行 名取市市民活動支援センター      

発行部数 1,000 部 

編  集 特定非営利活動法人 パートナーシップなとり 

問合せ先 〒981-1232 宮城県名取市大手町 5丁目 6－1 

TEL：022-382-0829 FAX：022-382-0841 

E - m a i l：n p o @ n a t o r i - n p o c e n t e r . o r . j p 

HP：https://www.natori-npocenter.or . jp 

B log：ht tps : / /b log .canpan . in fo/nator i 
 

市民活動展開催 

  

●時 間 13:30～、14:45～、16:00～ 

●会 場 名取市市民活動支援センター 

●定 員 ３団体（個人でも可） 

●相談料 無 料 

登録団体情報・参加者募集 

名取市にお住まい、または、名取市内で市民

活動をしたい、既に活動している方を対象に相

談会を実施いたします。気軽にご相談ください。 

日程に関しましてはご相談に応じますので、

まずはご連絡ください。 

教えて！市民活動 助成金専門相談会 相談者募集中 

 

 開催日 9 月 26 日（木）・10 月 24 日（木） 

●問合せ 名取市市民活動支援センター 

（☎022-382-0829） 

 

 

なとらじのなとセンコーナーで、団体の活動

紹介やイベント紹介、会員募集や普段実際に行

っている活動を発表する機会としてもご活用下

さい。 詳細はなとセンにお問合せください。 

 

●出演日 月曜日 14:30～ (生放送)  

※およそ１０分程度 

●収 録  なとらじスタジオ 

●申込み  名取市市民活動支援センター窓口 

      

なとセンスタッフが愛島公民館を会場に、パネ

ルを用いた市民活動支援センターの施設・取組み

紹介と「市民活動ってなに？」の疑問にお答えし

ます！お気軽にご来場ください。入場無料です。 

 

●日 時  9 月 18日（水）10:00～15:00 

●場 所  愛島公民館 第３会議室 

●主 催  名取市市民活動支援センター 

●問合先 022-382-0829 

出張 なとセン放送枠出演団体募集中 

●日 時 毎月第 2・第 4 木曜日 13:00～14:30 

●会 場 閖上公民館 

●対象者 ウクレレに興味のある人年齢不問、うま 

い下手関係なし楽譜が読めない方も OK 

●参加費 無料 

●持ち物 初回 9 月 12 日(木)は体験会。手ぶらで 

OK。継続する方はマイウクレレを持参 

●連絡先 ☎080-2348-1950（横山） 

     必ず連絡してから参加して下さい 

※この活動は、「令和元年宮城県文化芸術の力によ 

る心の復興支援助成金」の活用事業です。 

 

かんたんウクレレサークル 

「閖上にウクレレと歌で心の復興を！」 

音楽で脳トレ。ウクレレ弾いて歌うのは最高！ 

 超初心者集まれ。6 つのコードで 100 曲！ 

国際交流協会ともだち in 名取 

●日 時 11 月 3日（日）９:00～14:00 

●会 場 名取市民体育館   

●参加費 無料 ※事前申し込み不要 

●連絡先 国際交流協会ともだち in 名取 

☎080-5226-5931 

 ※この活動は、名取市「令和元年度実施協働提 

案事業」の活用事業です。 

  

 

 

今年は、名取市とグアララペス市が姉妹都市とな
って 40 周年になります。両市の友好に寄与するた
め歴史的経緯説明のパネル・関連グッズ展示、名取
産の野菜とブラジル料理のコラボ、サンバの披露な
ど、「ふるさと名取秋まつり」会場で開催しますので、
ぜひ参加してブラジル・グアララペスを知って下さ
い。  

VIVA ブラ日 名取（ビバ ブラにち なとり） 


