
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 名取市市民活動支援センターは平成 27 年 4

月に再建されてから 5回目の新年を迎えました。 

名取市は市民活動団体も多く、震災復興をはじ

め、国際交流や福祉などの多くの分野で市民活動

が行われており、昨年もまた登録団体数の増加や

満室となった貸事務室など、市民活動の着実な発

展を感じることができた１年になりました。 

 これもひとえに利用団体の皆様や名取市民の

皆様の活発な利用と温かいご支援のお陰であり

ますことを指定管理者としてスタッフ一同、厚く

御礼申し上げます。 

 

 名取市では、近年、公民館の建て替えなどによ

り生涯学習のみならず市民活動などの環境が充

実してきており、市民同士が支えあう社会の実現

に一歩ずつ進んでいることを感じております。 

 当法人におきましても、昨年３月に名取市市民

協働提案事業の一環として、名取市との共催によ

り「名取市市民活動行動指針 2019」をワークシ

ョップ方式で策定することができました。この指

針に基づき、名取市民の皆様の市民活動へのご理

解とご参加を促進すべく、市民活動展などを行っ

ております。 

 令和２年もまた少子高齢化、人口減少、国際化

の進行やまちづくりや子育て、大規模災害の発生

など、社会的な課題が山積しております。 

これらの課題の解決には行政はもとより、市民

による自主的、自発的かつ自立的なボランティア

や市民活動団体による活動が不可欠であります

が、ボランティアや市民活動団体は小規模で経済

的にも脆弱なものが多く、これからも継続的な支

援が必要であります。 

 

  

当法人はこれらの団体を支える拠点としての

名取市市民活動支援センターをハード、ソフト両

面から管理運営させて頂いてまいりました。 

 令和２年におきましても、名取市市民活動支援

センターは、市民活動団体の皆様にとって活発な

活動や交流の場となり、名取市民の市民活動に対

する理解が深まるような市民活動フォーラム、情

報交換会、専門相談会、なとセンだより発行等の

様々な事業を行ってまいる所存であります。 

 本年もまた、皆様にとって充実した一年間とな

りますよう、スタッフ一同、取り組んでまいりま

すのでよろしくお願い申し上げます。 

名取市市民活動支援センター指定管理者 

特定非営利活動法人パートナーシップなとり

代表理事 阿留多伎 眞人 

～新しい年に向けて～ 

これまでの歩み 

団体を支える拠点 

あけましておめでとうございます 



 

 

 

 

  

 

 

 

    

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

  

SDGs（エスディージーズ）とは、持続可能な開

発目標（Sustainable Development Goals）の

略称であり、2015 年に国連サミットで決められ

た国際社会共通の目標で、「誰一人取り残さない」

ことをスローガンにしています。 

目標は、17 のゴールで 169 のターゲットがあ

り、国連に加盟している 193 の国・地域が 2030

年を期限に達成を目指すものです。 

名取市市民活動支援センターでは、平成 28 年

度から企業との情報交換会を開催し交流を図って

きました。結果として、企業との連携や団体活動支

援・施設貸出等の事例が増えてきています。 

今回は、行政・企業・市民活動の共通認識である

「SDGs（持続可能な開発目標）」をテーマに、様々

な取り組みを SDGsのゴールを示しつつ参加組織

からの発表と持続可能な社会の実現に向けた情報

交換をいたします。  

また基調講演として SDGsカードゲームファシ

リテーターの中村節子さんをお招きしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普段は、尚絅学院大学進路就職課長として勤め

る傍ら、企業からは新人研修などで SDGs を体験

しながら理解を深めるカードゲーム実施の依頼を

受け積極的に活動されています。 

この SDGs カードゲームは、体験的に理解する

カードと地方創生の具体的なアクションのカード

があり、今回の情報交換会では時間が足りない事

から実施いたしませんが、来年度の講座などでの

開催を考えております。 

 

 

行政は、少子高齢化に歯止めをかけ、地域の人口

減少と地域経済の縮小を克服し、将来にわたって

成長力を確保するため、SDGs で地方創生の課題

解決を一層促進することが期待されます。 

企業は、CSR（企業の社会的責任）の見地から

社会貢献活動を推進してきたため、本業と直接関

係のない活動が主になっていた印象があります

が、SDGs は、各企業がそれぞれの本業を通じて

目標達成に取り組むことが重要であると示唆して

おり、企業が自らの本業を見直し、各業務をブレイ

クダウンすることで、SDGs の目標達成に結びつ

くことが期待されます。 

市民活動は、地域課題解決に向け行政・企業との

連携を促進する際に、SDGs の視点から働きかけ

ることで理解を得やすいことが期待されます。 

 

SDGｓで市民活動と 

 企業の活性化を！ 

第 4 回市民活動団体と企業の情報交換会開催 
 

日 時 2月 8 日（土）13：00～15：30 

会 場 名取市市民活動支援センター 

内 容 1.SDGｓの概要について 

     講師：中村節子氏 

       （尚絅学院大学進路就職課長） 

2.SDGｓの観点から取り組み紹介               

    3.意見交換   

対 象 名取市内で活動する市民活動団体と

企業で SDGｓに興味のある方 

定 員 20名（先着順/要予約）            

参加費 無 料                 

申込先 名取市市民活動支援センター  

☎022-382-0829   

 

第 4 回市民活動団体と企業の情報交換会開催 

 

17 のゴールを目指す！ 

 

行政・企業・市民活動の関係！ 

 

 



 

 地星社の事業の柱は、①相談・個別支援②調査・

情報提供③人材育成です。団体と直接会ってお話

を聞くことで、相談・個別支援という形になってい

きました。そして、調査した情報をまとめた「宮城

県 被災地・地域活動団体ガイドブック」を作成し

ました。最近では、復興コミュニティ形成支援の現

在が分かる「宮城県 被災地・地域づくり白書

2019」も発行しています。 

 現在、岩沼市で開催しているソーシャルライタ

ー入門講座は、人材育成が目的です。地域で活動し

ている人や団体を取材し、心を動かされた出来事

などを記事にして情報発信することでまちづくり

につなげていく事業です。色々な想いを持って活

動している人たちに出会い、その中で自分の生活

している地域にも様々な課題があることに受講者

が自ら気づき、主体性をもって活動できるように

なると考えています。このソーシャルライター講

座は、今後も名取市を含めた県南地域で継続して

開催していく予定です、と布田さんは熱く語って

下さいました。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

大学卒業後の１年間、国際交流プログラムでド

イツに行っていた布田さんは、環境問題に関心を

持ち、帰国後に「みやぎ・環境とくらしネットワー

ク」が開催した勉強会に参加し、次第に環境につい

ての学びを深めたいと考えるようになり東北大学

大学院へ進学することにしたのです。 

大学院で、社会学研究室の中に仙台市市民活動

サポートセンターの非常勤スタッフをしていた院

生から紹介を受け、サポ－トセンタースタッフと

して中間支援組織に携わることになりました。数

年後には特定非営利活動法人事務局の業務を担当

しつつ、メインで担当していたのは助成金のプロ

グラムの運用でした。  

そんな折、東日本大震災が発生したのです。石巻

などの沿岸被災地には、県外からも沢山の支援団

体が入り、また、地域の中でも自分たちで新しい団

体を作り活動を始める人もでてきました。布田さ

んは、助成金の担当者として既存のプログラムで

助成したり、新しく寄付を集めて助成プログラム

を作成したりしました。しかし、現場や団体の詳し

い状況が分からず、団体に合った支援ができてい

ないのではないかと感じるようになりました。本

当はもっと団体の状況を知ったうえでの細やかな

支援が必要ではないか？という思いが募り、自ら

現場に出向き個別支援ができる中間支援団体を作

ろう！と決意します。そして本当に必要な支援を

提供し、社会をよりよくするために活動している

人や組織を支援し、増やしていくことで、一人ひと

りが社会づくりに関わっていく世の中を実現した

い！そんな使命感から特定非営利活動法人地星社

を立ち上げました。 

なとセン登録団体紹介 
 認定 特定非営利活動法人地星社 

 

認定特定非営利活動法人地星社 

代表 布田 剛 

☎080－3337－6890 

✉office@chiseisha.org 

HP https://chiseisha.org 

代表の布田剛さんは、仙台市の市民活動支援施設に勤めていましたが、東日本大震災後の 2013年

に独立し、中間支援組織（NPO を支援する NPO）として特定非営利活動法人地星社を設立しました。  

地星社は、現在、復興支援団体への支援や、被災地における調査・情報提供を中心に活動していま

す。団体を設立するにあたり、どんな思いがあったのかなど、布田さんに伺いました。  

 
湧きあがった想いを形に 地星社として 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

発 行 日：令和 2 年 1 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-mai l：npo@nator i -npocenter .or . jp 

HP：http://www.natori-npocenter.or.jp 

Blog：http://blog .canpan. info/nator i 
 

1 月 23 日（木）・2 月 27 日（木）  

●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 

参加者募集 

特定非営利活動法人 

東日本カウンセリングセンター 

ピアカウンセリング養成講座のテーマで好評だ

ったベーシックコーチング第 1 回、2 回のまとめと

して開催します。日常生活で使えるコーチングスキ

ルです。前回、出席できなかった方も、この機会に

是非ご参加ください。※テーマは、参加者の要望で

変更する場合があります。 

●日 時 1 月 19日（日）10：00～12：30 

●会 場 名取市市民活動支援センター会議室(中) 

●講 師 五十嵐豊子さん（日本カウンセリング学会認

定カウンセラー・認定スーパーバイザー） 

●参加費 2,000 円 

●申込み  特定非営利活動法人東日本カウンセリング

センター   ☎022-211-9234    

専門相談会 相談者募集中 

● 開催日 2 月 21 日（金）  

● 時 間 13：30～16：00 

● 対 象 市民活動団体の会計担当者、 

      町内会なども参加可  

● 会 場 名取市市民活動支援センター 

● 定 員 20 名（先着順/要予約） 

● 参加費 無料 

● 問合せ 名取市市民活動支援センター 

☎022-382-0829 

 

団体が活動するなかで日常的に発生する、帳簿のつけ方、請求書や領収書の整

理や取り扱い方、決算（会計）報告書の作成ポイント等、わかりやすく学びます。 

 

講 師 小野恵子 さん 
（特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる会計サポーター） 

 

 

名取市卓球協会「すぽかるなとり」卓球教室  

市民活動講座 

「日々の会計と決算書作成のポイントを学ぼう」 

 

名取市内の小・中学生を対象とした卓球教室で、

卓球協会指導者とスタッフが丁寧なグループ指導

と課題練習指導にあたります。 

子供たちが礼儀を重んじ感謝の心をもって自ら

行動できる指導を心がけ、技術面は「基礎」を重視

し長期的に卓球を続ける中で見込まれる技能の成

長を手助けします。 

 ●開 催上期：令和 2 年 4 月～9 月 第 2・第 3 金曜日 

    下期：令和 2 年 10 月～3 月 第 2・第 3 金曜日 

●時 間 18：00～20：30 

●会 場 増田体育館  ●定 員 30 名          

●受講料 入会金 2000 円＋指導料 

※詳細は名取市卓球協会ホームページ 

「すぽかるなとり」生徒募集をご覧ください 

  URL:https:n-tta.jimdo.com 
   

 

 

ボランティア・団体運営・法人設立・会計・雇

用・ＩＴなどの市民活動に関するさまざまな相

談を受け付けています。気軽にご相談ください。 

 


