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「One to One」は、県内各地でのさまざまなＮＰＯ活動に

より、ひととひととが信頼でつながって、よりよい市民社

会が形成されるよう願いを込めたニューズレターです。

 
 
  
 

 

 
 

みやぎＮＰＯプラザに、

２店目となる待望の常設シ

ョップが、8月18日（木）

にオープンしました！ 

 
その名も、「アートフルショップ」。 
障がい者自立支援事業の一端としてオープンし

たこのショップは、ＮＰＯ

法人みやぎ「こうでねいと」

と、ＮＰＯ法人みやぎセル

プ協働受注センターとの協

働による出店です。 
宮城県内の障がい者およ

び障がい者福祉施設（授産

施設・小規模作業所など）

を主体として生産される製

品を紹介・展示・販売する

ことにより、市民が障がい

者への理解を深め、参加を呼びかける場になると同

時に、障がい者の就労機会を創り、報酬を出すこと

で施設の活性化につながるよう貢献していきたい

と考えています。 
また、施設間の活動情報のやりとりが希薄な現状

では、職員がほかの施設の製品や活動にふれる機会

は多くありません。「アートフルショップ」では施

設製品の販売を通し

て、県内外の施設の

活動や製品に触れることができるように、ネットワ

ークを構築していきます。また、製品を直接手にと

ってみたり、アンテナショップとして自分の施設製

品を持ち込む事も可能です。 
今、ショップでは、東北労働金庫宮城県本部が主

催した「施設製品コンペ」

に応募のあった製品を中心

に展示・販売しています。 
今後は、自主製品の紹介と

各施設の活動紹介、そして、

さをり織り製品や絵画・造

形物などのアート作品のチ

ャリティー販売会も開催す

る予定です。 
みなさん、みやぎＮＰＯ

プラザの「アートフルショ

ップ」に是非お越しください！  
そして、生産者の

熱い思いを感じて

ください。 
ご来店、心よりお

待ちしております。

 
 

 
 

 

みやぎＮＰＯプラザに、特選・授産製品が集まった！！！ 

Ｅ Ｃ Ｏ  Ｍ ！Ｗ Ｅ Ｌ

アートフルショップ 
〔営業日〕 毎週 火曜～金曜 １０：００～１６：００ 
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もうご覧になりましたか？  

“をむすび案内帳”

「をむすび案内帳」。この一風変わった名前の黄

色いリーフレットを、みなさんはもうご覧になりま

したでしょうか。 

Ａ３判３つ折でフルカラー印刷。体裁はプラザ開

館の２００１年に作成された以前のリーフレット

と同じですが、中味はリニューアルされました。 

既に７月から、県内のＮＰＯがよく利用する施設

や市町村のＮＰＯ担当部署のほか、イベント開催時

にも配られています。「数が足りないよ！」という

施設や自治体の担当者は、どうぞプラザまでご一報

を。 

 今年度から、プラザでは「むすぶ」という言葉を

キーワードとして施設の運営が行われています。こ

の施設案内のほかにも、ＮＰＯ同士、あるいはＮＰ

Ｏと市民・企業・行政が交流することを目的とした

サロン事業には、

「ＮＰ・Ｏ結びサロ

ン（えぬ・ぴぃ・おむすびサロン）」と名づけて実

施しています。 

 宮城県内のＮＰＯが地域をむすび、また、市民・

企業・行政ともしっかりとむすびつきながら、誰も

がすみよい地域づくり、社会づくりを進めていくこ

とができるよう、プラザは支援事業に力を入れてい

ます。 

 プラザのスタッフ３名が、その熱意をお伝えでき

るよう、打合せを重ねに重ねて完成した「をむすび

案内帳」。ぜひ、ＮＰＯプラザを「知る・使う・伝

える」ためのツールとして、ご利用ください。
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日時：８月３日(水) 18：30～21：00 
会場：みやぎＮＰＯプラザ 交流サロン

 

ィ
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「月刊 杜の伝言板ゆるる」１００号記念 トーク･セッション＆交流パーテ

主催：ＮＰＯ法人杜の伝言板ゆる
ＮＰＯ結サロン ～ＮＰＯプラザ共催のＮＰＯのネットワークを広げる催し～
 
 
その夜、交流サロ

ンの壁には８年 3

ヶ月分の「月刊ゆる

る」の表紙が飾られ

ました。その数 99

枚！！ 他にも、創

当時の集合写真や「月刊みやぎ／市民・ボランテ

ア活動情報（月刊ゆるる準備号）」も展示され、

めての人には新鮮、当時の人には懐かしい．．．．．．

んな会場となりました。 

冒頭のトーク･セッションには、創刊時のメンバ

が多数登場。「福祉に限らず、教育・環境・育児

ど、異分野の人たちが集まったことでバランスが

れ、市民がつくった情報誌としてはクオリティが

い」との評価や、「NPOの大事な情報発信の場で

り、スタッフとして関わったことを誇りに思う」

の声があがりました。中には。「今でも、出かけ

たびにゆるるの宣伝をしている」という方も。 

話の合間には、ゆるる誕生秘話やパソコン普及前

夜のエピソード、「男性による覆面座談会」の裏話

などが暴露され、そのたびに会場は笑いに包まれま

した。最後は、「社会現象を捉え、興味を持って楽

しく読みたくなる記事を！」との要望や、「人材育

成をしっかり！」「編集会議の持ち方が大事。編集

の動きが見えていない」など、生みの親ならではの

辛口コメントもあり、ゆるるへの評価と期待の両方

が感じられるセッションでした。 

セッション後の交流会では、「レストランぴぁ」

のオードブルを囲みながら、過去・現在・未来の話

に花が咲きました。楽

しい時間は短いもので、

予定時間はアッという

間に終了。「次は、200

号のときに（？）」との

声も聞こえてくる、お

むすびサロンでした。 
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市民センターや公民館、図書館、病院、公園、保

育所などの「公の施設」は、これまで適正な管理を

確保する必要性から、管理運営は公共団体、公共的

団体、または政令で定める出資法人に限定されてい

ました。それが 03年の６月に地方自治法が改正さ

れ、新しく「指定管理者制度」を導入することが義

務付けられたのです。 

つまり行政の外郭団体だけではなく、民間の法人

や団体でも担うことができるようになったというこ

とです。 

それは、財政難の自治体が、経営の効率化と公共

のサービス向上を目的に、民間の力を導入しようと

するものです。 

もちろん自治体が持つ公の施設がすべて導入する

というわけでもなく、施設の目的や社会環境によっ

て自治体直営を選択する施設もあります。 

 各市町村は、これに基づいて手続き条例を策定し、

宮城県は昨年の６月、「公の施設の指定管理者の指

定の手続き等に関する条例」を制定しています。そ

の後、９月に施設の個別条例を作り、第１号として

今年の４月から「みやぎNPOプラザ」が指定管理

者制度に移行しました。 

そして 8 月 1 日から、県民会館や婦人会館を含

む25の施設で指定管理者を募集しています。 

 もちろんＮＰＯにとっても一つのチャンスです

が、注意すべき点は「ＮＰＯのミッションに合致し

ているか、施設の管理にかかる経費がしっかり確保

されるか、単なる安い下請けにならないようＮＰＯ

と行政の新たな協働の仕組みを築き上げられるか」

です。 

しっかり見極めてからにしましょう。
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「チャレンジド」とは、神様からハンディキャッ

とそれを跳ね返す試練を与えられ、挑戦すること

運命づけられている人のこと。 

県内の知的チャレンジドの親たちや、そのサポー

ーが中心となってつくった「ＮＰＯ法人チャレン

ドネットワークみやぎ」は、2001年からＮＰＯ

ームに入居している、プラザではお馴染みの団体

さん。事務局長の佐藤正さ

んと、スタッフの高橋千津

子さんの２人が常駐する事

務局は、毎日、朝早くから、

夕方 17 時過ぎまで活動を

しています。 

また、こ

が仕事を

であれば

の清水克

子さんを

に欠かせ

ＮＰＯ

現在、移

「プラ

居心地も

っと長く

さんから

半年、存

いと願っ

 

ＮＰＯルーム使用団体紹介 その１ 「ＮＰＯ法人チャ

藤さん(左)と高橋さん  

在支援しているチャレンジドたちにとって能力を生かした

きやすい環境を作るため、広く仕事の場を提供する窓口と

るよう取り組んでいます。 
「指定管理者制度について」
 ココを押さえておきたい！ ＮＰＯ活動のお役立ち！
のNPOプラザで実際にチャレンジドたち

しています。普段プラザを利用している方

、清掃業務に励むスタッフ…チャレンジド

也さん、山岸順子さん、指導員の高橋美智

見かけたこともあるのでは。日々のプラザ

ない存在になっています。 

ルームの使用期限が来年 3月までのため、

転先を探し中。 

ザは駐車場はあるし、

良いので、出来ればも

ここにいたい」と高橋

うれしいお言葉。あと

分にご活用いただきた

ています。 

レンジドネットワークみやぎ」

に
朝早い出勤で、プラザの朝番スタッフ

は良いプレッシャー 



●One to One ９月号● 

 

 

Ｐ 

みやぎＮＰＯプラザでは、事務所を持たないＮＰＯの活動拠点として使える『ＮＰＯルーム（小）』を使用す

る団体を募集いたします。所定の用紙を準備いたしましたので、ぜひご応募ください。 

 

● 仕  様    

 ⅰ.面積  約４㎡（完全な個室ではないが、高

さ180cmの間仕切りと鍵付のドア

あり） 

 ⅱ.主要設備 事務室用机×１、事務室用椅子×１、

キャビネット×１、電気コンセント、

電話用モジュラージャック、インタ

ーネット用モジュラージャック（料

金別途）          

 ⅲ.料金 月額４,０００円 

 ⅳ.募集数 ２団体 

● 募集期間 2005年 9月６日（火） 

～30日（金）17:00まで 

 ※ 締切後、ヒアリング選考を経て、  

使用団体を決定します。 

● 入居開始 11月 1日（火）から 

●申込方法 所定の「貸事務室使用提案書」に必要

事項を記入し、必要書類を添付のうえ、

募集期間内にみやぎＮＰＯプラザま

で提出して下さい（郵送可、但し必着）。

なお、提出された関係書類は全て公開

とします。        

●選考方法 「みやぎＮＰＯプラザ施設使用団体

選考要領」により、提案書及びヒアリ

ング（公開）により審査を行います。 

●そ の 他 質問等は、所定の「質問用紙」に記入

してプラザまでご提出ください。回答

は質問者に個別に回答し、質問・回答

内容はプラザ内に掲示します。 

 

■問合せ・申込先 宮城県民間非営利活動プラザ（みやぎＮＰＯプラザ） 担当：千田 

           TEL：022-256-0505    E-mail  npo@miyagi-npo.gr.jp 

※）申込の詳細につきましては、「貸事務室使用団体募集要項」をご覧ください。 

※）募集要項等は、みやぎＮＰＯ情報ネット（http://www.miyagi-npo.gr.jp）からもダウンロード可能です。 
 
■新規のＮＰＯ法人認証団体 （７月２０日～８月２４日の期間） 

ＲｅＭＡＣ ＷＯＲＫＳ 黒川郡富谷町 市民活動家を対象にWeb 等の各種媒体を利用して支援     

カメラボランティアの会 仙台市青葉区 スポーツコミュニティフィルムライブラリーの普及， 

  コミュニティ携帯ネット普及啓発事業 

日本防災ネットワーク協会 多賀城市 地域における防災意識の向上を図る活動等             

大島大好き 気仙沼市 資源循環型社会形成に関する企画及び運営，再生可能な廃棄 

  物の収集・運搬及び再生，地球温暖化防止の関連事業 

ふれあい 多賀城市 痴呆対応型共同生活介護事業                      

クローバーズ・ネット 仙台市青葉区 フットサル場の経営・大会運営，高齢者住宅の提供，高齢者へ 

  の給食等配食事業，介護保険法に基づく通所介護事業等 

宮城ろう重複連絡会そよかぜ広場 仙台市太白区 ろう重複者の職業能力開発，地域住人との交流， 

  保護者の研修，ろう重複障害の理解啓発等に関する事業 

 
 

9日 金 ★会計講座「ツボをはずさない決算書の作り方」（１３：００～） 17日 土 行政書士による無料相談会（９：３０～）

10日 土 呆け老人をかかえる家族のつどい（13：00～） 主催：宮城県行政書士会 宮城野支部　
主催：（社）呆け老人をかかえる家族の会・宮城県支部 TEL：０２２-２９３-３０５６

TEL：022-792-5091 22日 木 ★会計・労務・団体運営のお悩み無料相談会（13：00～）

EMインストラクター養成講座（13：00～） 25日 日 無料相談会（１３：００～）

主催：地球環境共生ネットワーク 主催：宮城県マンション管理士会

TEL：0223-24-3683 TEL：０２２-２１８-２００３

10日 土 中間支援センター・組織スキルアップ講座
〜 主催：宮城県　企画・実施：ＮＰＯ法人杜の伝言板ゆるる

11日 日 TEL：022-791-9323

15日 木 ★人材育成講座　「実践！ Wordで作るチラシデザイン講座」（13:30～）

企画・実施：ＮＰＯ法人杜の伝言板ゆるる（TEL：０２２-２５６-０５０５）

「★」印の催事は、

主催：宮城県（みやぎＮＰＯプラザ）　

 

みやぎのＮＰＯに関する情報は、みやぎＮＰＯ情報ネットで！★  http ://www.miyag i-npo .gr . jp/ 

をＮ Ｏ ル の 使 用 団 体 募 集 ― ム ！公 募 

■■■ ９月の催し ■■■ 


