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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。 

 

 

 

 

 

何らかの目的をもって活動している組織にとって、“情

報”は、活動や団体の生死の鍵を握る重要な要素です。 

プラザでは、2001 年 4 月の開館以来、県内各地で

活動するさまざまなＮＰＯに向けて、行政や支援組織か

ら発信されるＮＰＯ支援施策の紹介や助成金の公募情報

などの提供を心がけてきました。その情報提供手段のひ

とつが、現在も運営中のWeb サイト「みやぎＮＰＯ情

報ネット」です。 

おかげさまで、今年度だけで

も訪問者数が17万を越え（1

月末時点）、年度末には 20 万

に届く状況です。月平均

17,000 の訪問者数をカウン

トできることは、宮城のＮＰＯ

に関する情報収集源として認知

が進んだ証だと考えています。

しかし、ＮＰＯにとっての “情

報”は、収集するだけのものではありません。 

現在、県内でも数多くのＮＰＯが、もっと地域や社会

を誰もが暮らしよいものにするためにと活動を重ね、成

果をあげています。しかしその一方で、限られたマンパ

ワーや資金をミッションに直結する支援や提言などの活

動に集中せざるを得ず、より効果的な成果実現のために

必要な、地域の個人や組織とつながりながらの活動が、

思うようにできていないＮＰＯが多いことも確かです。 

 

個々の組織としては小規模なＮＰＯが社会的な課題を

解決していくためには、ＮＰＯ同士の連携はもちろんの

こと、地域の個人・企業・自治体との関係づくりも必須

の取り組みと言えます。しかしそのためには、自分たち

の団体が地域に顔の見える団体であることが必要です。 

ボランティアにしろ、資金や資材の協力にしろ、活動

が見え、信用できる団体だと思うからこそ、何らかの関

わりをもとうとするのだと考え

れば、素性のよく分からない団

体に対して協力を申し出る相手

は存在しないことになります。 

自分たちがどのような目的を

もって、いかなる活動に取組ん

でいるのか。そのことを広く知

らせていくには、活動報告会の

開催、チラシやニュースレター

などによる地域への周知など、

さまざまな方法があります。もし、インターネットによ

る情報発信を検討されるのであれば、「みやぎＮＰＯ情報

ネット」は、きっと、みなさんのお役に立てるハズです。 

繰り返しになりますが、自分たちの存在を地域や社会

に知らせずして、社会的な課題解決に貢献することは不

可能です。ぜひ、もう一度、情報発信者の視点で「みや

ぎＮＰＯ情報ネット」をご覧になり、みなさんの団体の

情報発信にお役立てください。

 

ht  
みやぎＮＰＯ情報ネット 

tp://www.miyagi-npo.gr.jp
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 春を前に、プラザは一足早く、 

ＮＰＯのネットワークづくりが花盛り！  
  

学習会 

「介護保険制度の改正内容を知ろう」 

●主催：福祉ＮＰＯネットワークみやぎ 

●日時：１月２７日（金） 10：00～12：00 

 

平成１８年４月から、介護保険制度が大幅に改

正されます。改正の焦点は現在の申請制から認可

制の色合いが濃くなり、その施行においては、地

方自治体の福祉施策が大きく影響するだろうこと

が予測されます。そこで、県と市の社会福祉協議

会等のご後援をいただき、４つのＮＰＯ有志団体

が実行委員となって、介護保険の制度改正を学ぶ

学習会を企画いたしました。 

1 月２７

日（金）の学

習会では、宮

城県長寿社会

政策課課長の

佐々木清司氏

より介護保険

の変更内容について、仙台市高齢企画課在宅支援

係長の壱岐昇氏より仙台市における改正内容につ

いて説明していただきました。今回は第１回とい

うことで、実行委員が重点学習項目を設定し、事

前に参加希望者から寄せられた質問事項をまとめ、

講師にそれを伝えて講義に盛り込んで頂く方法を

とりました。重点学習項目は「地域密着型小規模

多機能施設」「介護予防」「地域包括支援センター」

の３項目で、参加者70名より多くの質問が出さ

れました。 

当日は自治体の方向性がまだ確定していない部

分が多く、全ての質問への明確な回答は伺えませ

んでした。参加者からのアンケートにも「何とか

概要がわかった」という声があった一方で「充分

理解できなかった」との声も多く、これからの社

会を揺るがす重要な制度変更にもかかわらず、利

用者はもちろん、担い手も充分理解しないままに

見切り発車していくことを、不安とともに実感し

た学習会でした。 

今後は、この日に誕生した、福祉 NPO ネット

ワーク・みやぎに集った多様な NPO と共に、安

心して、自分らしく暮らし続けることのできる地

域つくりに向けて、NPO ならではの地域社会へ

の貢献とは何かを考えたり、NPO の介護力の向

上と経営力の向上を図るため、情報交換や研修会

および政策提言を行っていきたいと思います。 

 

 福祉 NPOネットワーク・みやぎ 

 第 1回学習会実行委員 中村祥子記 

 

 

知的障がい者余暇活動支援 交流会 

友だちたくさんつくりましょう２ 

●主催：交流会実行委員会「たんぽぽグループ」 

 知的障害者余暇活動支援ネットワーク ゆらねっと 

 ＮＰＯ法人福祉ネットＡＢＣ 

●日時： ２月２５日（土） 13：30～16：00 

 

知的障がいがある人たち

の余暇充実を目的に、当

事者、支援者、ＮＰＯの

３者協働で、交流会「友

だちたくさんつくりまし

ょう２」が行われました。 

全員が参加するボールリレーなどのウォーミン

グアップの後に、「スポーツ」「食事」「音楽」「お

しゃべり」「ゲーム」の５つの分科会に分かれて、

思い思いの時間を過ごしました。当然、初対面の

人もいましたが、一緒に楽しい時間を過ごすこと

で、当事者同士はもちろん、当事者と支援者、あ

るいは、支援者同士の新たな出会いや交流が各会

場で繰り広げられました。今後も、知的障がい者

の余暇活動への取り組みの充実を呼びかけていく

とともに、プラザ内の「レストラ

会場に、余暇活動の機

会を提供していくこと

が予定されています。 

ンぴあ」などを
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ＮＰ・Ｏ結サロン”は、ＮＰＯのみなさんがネットワークを広げるために企

画・実施される事業に、プラザが共催して交流サロンを会場にお使いいただ

く取り組みです。１月～２月に開催された３つのサロンを紹介します。 
 

 
 

みやぎＮＰＯプラザ町内会 活動発表会 
●主催：みやぎＮＰＯプラザ町内会 

●日時： ２月２６日（日） 13：00～16：00 

 

ユニバーサルファッション工房
こうぼう

繕
ぜん

の巻

プラザに事務所や店舗を構える団体は１３団体。

しかし、団体毎に活動の曜日や時間帯が異なるた

めに、中には、毎日プラザを利用していてもお互

いに顔をあわせる機会のない団体もあります。相

互の理解促進と、地域の人たちにＮＰＯの活動に

ついて少しでも知っていただこうと始めた活動発

表会も今回で4回目を迎えました。 

 当日発表したのは、急用で不参加の1団体をの

ぞく12団体。ポスターの利用や、ビデオ上映、

パワーポイントによるプレゼンテーションなど、

各団体毎に工夫を凝らした活動紹介が、持ち時間

各10分で行われました。昨年からの入居した団

体は初の活動発表会。しかし、さすがは百戦錬磨

のＮＰＯ。人前

で活動発表をす

る機会が多いか

らか、いずれの

団体も、短い時

間の中でも上手

に自分たちの団

体を紹介します。休憩を兼ねたティータイムを挟

んで行われた発表は、終始和気あいあいとした雰

囲気で、無事終了。 

いろいろな場面でプラザを支えてくださる町内

会のみなさんも、4月でいくつかの団体が入れ替

わり、来年は、また新たな顔ぶれでの発表会とな

ります。今年、ご覧になった方もなれなかった方

も、ぜひ、来年は（も）ご参加ください。さまざ

まな分野の団体が発表をしますので、ＮＰＯに興

味を持ち始めた方にもお薦めですよ。

 

 

 

 

オシャレと着やすさの両立は誰もが望むところで

す。しかし、加齢や障がいで身体を思うように動か

せない人が、両者をみたす洋服に出会うことは、ま

ずあり得ません。 

今回ご紹介の「工房繕」は、腕 

を挙げにくい、膝を曲げにくいと 

いった人でも着やすくてオシャレ 

な注文服づくりや、お気に入りの 

洋服をリフォームするサービスを 

リーズナブルな料金で提供してい 

ます。 

ＮＰＯショップとして入居して５年。作業場でも

あるショップには当時からのメンバーが揃い、県内

各地からの注文に対応しています。時には、来店が

困難な方のところへ出張していくことも。 

 「入居団体の助け合いや、県の施設に入居してい

るという対外的な信用。床面がフラットで車イスや

ベッドでの来店も可

能な施設環境など、

さまざまな面でプラザに入居できて良かった。この

５年間で土台ができたので、次はステップアップ！」

と話すのは、代表の佐藤萬里子さん。

次に思い描くのはバリアフリーな洋

裁サロンです。生活の中で見かけな

くなった針仕事を子どもや若者に伝

えるとともに、地域の人が誰でも立

ち寄れる居場所づくりをめざします。 

実は、プラザの入居期間は３月で

終了。そのため目下の悩みのタネは、工房とサロン

活動を始める新拠点探し。どこか心当たりのある方

は、ぜひご一報ください。 

新しい拠点が整い次第、洋服づくりとサロンの融

合で人や地域を元気にする、工房繕の新たな活動が

始まります。 
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活動場所、探していませんか？

みやぎＮＰＯ 

グッドスペースナビ 
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活動場所の確保がしたいNPOに、宮

城県が空き家・空き店舗探しをお手伝い

します。 

民間不動産の賃貸を希望するＮＰＯ

を募集し、登録情報をインターネット等

を通じて宅地建物取引業者（不動産会

社）に提供するサービスです。効率的に

活動場所を探しませんか！ 

 

宮城県環境生活部ＮＰＯ活動促進室 

TEL：022-211-2522  URL：http://www.pref.miyagi.jp/npo-seisyou/navi/navitop.htm
ＰＯフォーラム in みやぎ 

ＰＯ支援の現場から見る応援したいＮＰＯとは
ＰＯ支援施設には、さまざまな団体が相談や情報を探し

。県内で活動するＮＰＯ支援センターのスタッフが、自

もとに、期待するＮＰＯの姿を話しあいます。 

日 時：3月 25日(土) 13：30～15：30 

会 場：みやぎNPOプラザ 交流サロン 

定 員：80名 

対 象：NPO・NPOに関心がある市民・自治体職員 

参加費：無料 

主 催：宮城県（みやぎＮＰＯプラザ） 

企画・実施：ＮＰＯ法人杜の伝言板ゆるる 

新規のＮＰＯ法人認証団体 （平成１８年２月１日

里夢 仙台市青葉区 障害者

の里 仙台市若林区 障害者

やぎ野生動物保護センター 仙台市宮城野区 傷病野

3日 金 障害者自立支援法ってなに？パート2 11日

地域生活も子ばなれもしよう会・もうもうず
TEL：022-719-9240

5日 日 アクティブシニアのためのキャリアボランティア養成講座 17日

NPO法人杜の伝言板ゆるる
TEL：022-791‐9323 26日

8日 水 ★らくらく会計講座(13：00～16：30)
「ツボをはずさない決算書の作り方」

10日 金 ★人材育成講座(13：30～15：30)
ワークショップ「企画書作成のコツ」

「★」印
企画・実

■■ ３月の催し ■■■ 

やぎのＮＰＯに関する情報は、みやぎＮＰＯ情報ネッ

プ ラ ザ か ら の
・・・ 
に訪れま

らの体験
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3月は、

ースの更

用希望の

（木）の

す。申請

合わせは

どうぞ。

～２月２０日の期間）

の財産管理，成年後見

の自立支援 

生鳥獣の救護、治療、

土 特別無料コーチン
仙台コーチング協
TEL：090-9536-0

金 ★人材育成講座(
ワークショップ「ヒアリ

日 ロボット教室(9：30
NPO法人ロボテッ
TEL：022-773-38

の催事は　主催：宮城
施：NPO法人杜の伝言板

トで！★  http ://
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のみなさまへ 
のロッカー、レターケ

です。4月以降のご利

、７日（火）～23 日

間に申請をお願いしま

受付開始日などの問い

ザ窓口まで、お気軽に

せ

 

現在、ご利用中の団体

も申請をお願いします！

 

生活支援 
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