
多賀城市市民活動サポートセンター通信は、

市民活動や地域活動をしている方、これから

したいと思っている方に役立つ情報を発信し

ています。 

～たがサポは、 

丘の上にあります～ 
    

６月１日、多賀城市文化センターの北側に多賀

城市市民活動サポートセンターがオープンしま

した。 

まずは見学に来てください。 

スタッフの笑顔と市民活動情報を満載にして、

お待ちしています。 

 

もくじ  オープニング特集号 
 Ｐ２～３ オープニングイベント「そうだ！サポセンに行こう！」開催しました。 

 Ｐ３   市民活動本紹介 

 Ｐ４   たがサポ通信 愛称募集のお知らせ 

      たがサポとは 

      たがサポの機能 

多賀城市市民活動 

サポートセンター通信 

■「そうだ！サポセンに行こう！」 

 ２００８年６月１日、多賀城市市民活動サポー

トセンターの歴史が始まりました。 

■初めまして。たがサポです。 

 多賀城市市民活動サポートセンターです。少し

長いので「たがサポ」と呼んでくださいね。 
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日 時：２００８年６月１日（日） 

 １２：３０～１６：００ 

会 場：多賀城市市民活動サポートセンター 

    大会議室 

参加者：１３５名 

オープニングイベント 

「そうだ！サポセンに行こう！」開催しました。 
６月１日、市民参画と協働によるまちづくりを進め

るための拠点として、多賀城市市民活動サポートセ

ンターがオープンしました。オープンにあたり、こ

れからの地域コミュニティのあり方を考えるととも

に、サポートセンターの役割を考えることを目的に

オープニングイベントを開催しました。 

当日は市民活動団体の方、町内会・自治会等の方、

市関係者などにご参加いただきました。 

●施設内覧会 

 旧生涯学習支援センターの建物を改装してでき

たサポートセンター。少人数の打ち合わせに予約

なしで利用できる交流サロン、市民活動に関する

さまざまな情報を収集できる情報サロン、市民活

動団体の簡易事務所として利用できる事務用ブー

スをはじめ、館内のお披露目の機会になりまし

た。 

 

●オープニングセレモニー 

 多賀城市長のあいさつ、来賓の方から祝辞をい

ただいたあと、担当課の地域コミュニティ課より

サポートセンター開館までの経緯の説明を行いま

した。 

 

●基調講演 

『市民活動発!! 

ちょっと先行くコミュニティづくり』 

＜講師＞ 

 特定非営利活動法人びーのびーの 

 理事長 奥山千鶴子さん 

 

 横浜市で地域に根ざした子育て支援の活動をし

ている奥山さんの講演では、活動を始めたきっか

けから、仲間づくり、資金面での協力者の巻き込

み方など、地域にこだわった活動の状況などをお

話いただきました。 

 お話の中には、活動を始めるときの想い、周囲

への想いの伝え方や活動のひろげ方など、これか

ら活動を始めよ

うと思っている

方にも、現在の

活動からもう一

歩ステップアッ

プしたいと考え

ている団体にも

役立つお話でし

た。 

 

●パネルディスカッション 

『多賀城の未来をつくる 

 サポセンはみんなの応援団』 

＜パネリスト＞ 

 子育て支援グランマ  代表 大澤ちか子さん 

 ＮＰＯ法人多賀城市民スポーツクラブ 

          スタッフ 大谷祥枝さん 

 ＴＡＰ多賀城     代表 佐藤雅博さん 

 多賀城市長         菊地健次郎さん 

＜コーディネーター＞ 

 ＮＰＯ法人せんだい・みやぎＮＰＯセンター 

          代表理事 加藤哲夫さん 

＜コメンテーター＞      奥山千鶴子さん 

 

多賀城市内で市民活動をしている方をパネリス

トにお迎えし、サポートセンターに期待するこ

と、団体の今後の夢・課題をお話いただきまし

た。 

これまでは仙台市へ行っていた団体の運営力

アップに役立つ講座の受講や、さまざまな団体の

情報収集が多賀城でもできるようになるのはうれ

しいという意見や、団体同士の交流やいろいろな

分野の団体との出会いを期待しているという意見

があがりました。また、子どもから高齢者まで幅

広い年代の方でにぎわう場所になってほしいとい

う声もありました。 

 団体の夢としては、活動を多くの人にひろげて

いきたいということが共通の思いのようです。そ

のためにも新しく活動に参加する人材を発掘して

いくことが課題

となっており、

サ ポ ー ト セ ン

ターができたこ

と に よ っ て、

「何かやってみ

たい」と思って

いる方が実際に

■八戸出身、東北の応援団こと奥山さん ■たがスポの大谷さん ＴＡＰの佐藤さん 
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行動に移すきっ

かけになればと

いう期待も大き

いようです。 

コ メ ン テ ー

ターの奥山さん

自身も地元のサ

ポートセンター

を利用しながら

活動してきた経

験から、みんなで意見を交換しながらこの場所を

つくっていけたらいいのではという提案と、多く

の人がサポセンを訪れ行動につながるようなしか

けをしていってはどうかとのアドバイスをいただ

きました。 

●スタッフ紹介 

 センターの運営にあたる特定非営利活動法人せ

んだい・みやぎＮＰＯセンターの組織概要の紹介

ののち、センターの運営を担当する９名のスタッ

フの紹介が行われました。このメンバーが笑顔で

皆さんのご来館をお待ちしています。 

■菊地市長 グランマの大澤さん 

■奥山さん コーディネーターの加藤さん 

■市民の皆さん、よろしくお願いいたします 

市民活動本紹介 
委託図書販売コーナーから、スタッフおすすめの1冊を紹介します。  

一夜でわかる！ 

「ＮＰＯ」のつくり方 
著者：加藤哲夫 出版社：主婦の友社 

      価格：1365円（税込） 
 

 「社会のため、地域のために何か

役立つことをしたい」そんな思いを

持ったとき、ＮＰＯに出会う方が多

いのではないでしょうか。本書で

は、これから団体を立ち上げて活動

していきたいという方に団体の運営

や活動をしていく上で大切な今すぐ

役立つツボがまとめられています。 

  

 また、「ＮＰＯという言葉を見たり

聞いたりはするけどよくわからない」

という方には、なぜＮＰＯという組織

があり活動をしているのかという存在

の意義や、ＮＰＯと社会との関係が、

わかりやすい言葉で書かれています。 

 「ＮＰＯのつくり方」というタイト

ルですが、ＮＰＯを立ち上げたいとい

う方だけでなく、ＮＰＯについて知り

たいという方にも読んでいただきたい

おすすめの１冊です。 

■委託図書販売コーナーとは 
 ＮＰＯ・市民活動団体が発行する図書（報告書、

パンフレット等を含む）を販売しています。 

 ●お預かりします。 

  ＮＰＯ・市民活動団体が発行する図書等をお預

かりし、市民の皆さんへ販売をしています。自

分たちの活動を広く知ってもらう機会となるだ

けでなく、団体の収益にもつながります。 

●購入できます。 

 一般の書店では見つけにくい団体の書

籍もあります。購入していただくこと

で、団体をより深く理解することがで

きるとともに、団体の支援にもつながります。 
 

※詳しくは、お問い合わせください。 
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■たがサポ通信 

愛称募集のお知らせ 
 

 「多賀城市市民活動サポートセンター通信」

は、市民活動や地域活動をしている方、これから

したいと思っている方に役立つ情報を、隔月でお

届けします。 

 そこで、親しみやすく、多賀城のまちが元気に

なるような通信の愛称（ネーミング）を募集しま

す。たくさんのご応募お待ちしております。 

応募方法：１人何点でも応募可。愛称、その理由、

氏名、所属団体名、住所、電話番号を明

記の上、窓口、はがき、ファックスで応

募してください。 

     応募先は下記をご覧ください。 

応募締切：７月３１日（木） 
 

 ※選考の上、９月号で愛称を発表します。 

  作品の採用者には、記念品を用意しています。 

■たがサポとは 

 市民の皆さんが行うまちづくりや地域づくりにつながる

活動を総合的に応援することを目的として設置した施設で

す。市民・自治会・学校や企業の皆さんとの間で協働によ

るまちづくりを推進することも目的にしています。 
 

 開館時間：月～土曜日  ９時～２１時３０分 

        日曜日・祝日 ９時～１７時 

 休 館 日：毎週水曜日(水曜が休日の場合、翌日) 

       年末年始（12月28日～1月4日） 

 交通案内：ＪＲ仙石線多賀城駅より徒歩12分 

駐車場・駐輪場があります 
 

■たがサポの機能 

①市民活動の場の提供 

・貸室（有料） 
 市民活動の研修やイベント、会議等に使用できます。 

・交流サロン（予約不要・無料） 
 少人数の打合わせや事務作業などに利用できます。 

・レターケース（無料） 

・ロッカー（200円/月） 

・事務用ブース（1,000円/月） 

 

 

 
 

・印刷作業室 
  印刷機（用紙持ち込み/1製版100円/500枚） 

  コピー機（10円/枚） 

②市民活動に関する情報の収集・提供 

・情報サロン 
  市民活動に関するさまざまな情報があります。 

  チラシ・ポスターの受付、図書（閲覧用）、助成金

情報、ボランティア情報、パソコン（作業・イン

ターネット用／無料） 

 

 

③市民活動に係る人材の育成・支援 

④市民・企業・行政の連携及び交流の推進 

⑤市民活動に関する相談への対応 

□発 行：多賀城市市民活動サポートセンター 

     〒985-0873 多賀城市中央二丁目２５－３ 

     TEL：022-368-7745 FAX：022-309-3706 

□発行日：２００８年６月２０日 

□編 集：特定非営利活動法人せんだい・みやぎＮＰＯセンター 

■管理・運営団体紹介 
 

 多賀城市市民活動サポートセンターの管理運営を行うのは、特

定非営利活動法人せんだい・みやぎＮＰＯセンターです。 
 

●せんだい・みやぎＮＰＯセンターの設置目的 

 私たちは、私たちが暮らす仙台・宮城の地における市民活

動の発展をめざし、地域における民間支援組織として、幅広

く地域や分野を越えたＮＰＯの活動基盤強化をはかり、企業

や行政とのパートナーシップの形成を促進し、市民社会の発

展に寄与することを目的としています。 

●私たちの事業概要 

①民間非営利組織の活動等に関する情報の収集と提供、情報の

発信に係る情報サポート事業。 

②民間非営利組織の活動等に関する相談、活動促進のための

調整及び交渉等に係る活動相談とコーディネート事業。 

③民間非営利組織の財務管理および組織管理等の運営に関す

る相談および助言に係るマネージメントサポート事業。 

④民間非営利組織相互間および公共部門または営利部門との

交流連携の促進及び支援に係るネットワーキング支援事業。 

⑤民間非営利組織とその活動に関する調査研究および政策提

言に係る事業。 

●私たちが関わる市民活動支援施設 
①ＮＰＯ法人せんだい・みやぎＮＰＯセンター 本部事務所 
②仙台市市民活動サポートセンター 
③名取市市民活動支援センター 
④仙台市シニア活動支援センター 

●私たちへの連絡先 

 仙台市青葉区大町2-6-27 

 ＴＥＬ：022-264-1281 ＦＡＸ：022-264-1209 

 Ｅ-mail:minmin@minmin.org   ＨＰ:http://www.minmin.org/ 

■たがサポは社会に支えられています 
 

□自動販売機の設置 

 たがサポ内に設置している自動販売機の売り上げの一部は、多賀城市内の市民活

動の推進のために使われます。協力企業：宮城中央ヤクルト販売（株） 
 

□印刷作業室のコピー機 

 印刷作業室のコピー機は、コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会社の市民活

動を応援するという趣旨により、社会貢献価格にてご提供いただいています。 

レターケース・ロッカー 

利用申込受付中 

8月1日よりブースに入居する市民活動団体を募集します 

募集期間：7月1～11日  募集数：1ブース 

※詳しくは事務局までお問い合わせください 

団体紹介パンフレット・イベントチラシなどをお持ちください！ 


