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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。
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～愛称再募集のお知らせ～
多賀城市市民活動サポートセンター通信の愛称募集で
は、皆様からご応募いただきましてありがとうございま
した。
しかし、募集期間が1ヵ月あまりと短い期間だったた
め、より多くの方にこの情報誌を知っていただいた上で
愛称をつけていただきたいと考え、あらためて募集をす
ることになりました。これからもずっとみなさまに親し
んでいただけるような愛称を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。
あて先は４ページをご覧ください。
応募締切：10月20日（月）当日消印有効
※前回応募分もあわせて選考の上、2009年1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。

■入口を入ってすぐのコーナーでは、市民活動団
体が行うイベントチラシ、団体紹介パンフレッ
トなどを自由に持ち帰ることができます。
情報収集にぜひお立ち寄りください。
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多賀城で
多賀城で活動している
活動している市民活動団体
している市民活動団体が
市民活動団体が集合！
集合！
「平成19
平成19年度多賀城市市民活動助成金成果報告会
19年度多賀城市市民活動助成金成果報告会」「
年度多賀城市市民活動助成金成果報告会」「第
」「第1回共同事務室入居団体交流会」
回共同事務室入居団体交流会」事業報告
7月26日（土）、当センターを会場に２つのイベ
ントが開催されました。
ひとつは「平成19年度多賀城市市民活動助成金
成果報告会」、もうひとつは「第1回共同事務室入
居団体交流会」です。多賀城市の未来をつくる新
しいパワーとして期待されている市民活動団体の
成果を確かめつつ、それぞれの団体が交流を深め
る機会として、実りのある時間となりました。

日

時：平成20年7月26日（土）
午前9時30分～11時10分
平成19年度
多賀城市市民活動助成金成果報告会
午前11時20分～午後12時50分
第1回共同事務室入居団体交流会
場：多賀城市市民活動サポートセンター
大会議室

会

■先駆的な課題への取り組み

■棟割長屋の交流会

～多賀城市市民活動助成金成果報告会

～市民活動共同事務室入居団体交流会
報告会に次いで、引き続き「第1回共同事務室入
居団体交流会」を開催しました。当センターの2階
には、1ヵ月1000円で利用できる事務用ブースを備
えた市民活動共同事務室があり、ここを拠点とし
ながら3年間
の使用期限
内に自立を
目指してさ
まざまな団
体が活動を
展開してい
ま す。お か
げ さ ま で、
現在共同事
務室は満員

多賀城市では、市民のパワーやそれぞれの想い
を大切にした協働のまちづくりを進めるために、
平成18年度から「市民活動団体助成事業」を行っ
ています。これは、まちのさまざまな地域課題を
解決するため立ち上がった市民活動団体に助成
し、その活動が多賀城市の未来を切り開く「さき
がけ」として成長するように支えることを目的と
した制度です。
今回の報告会では、６つの団体が助成金をもと
に実 施した事 業について、まず、その 目的と成
果・今後の課題をワークシートで確認する作業を
行った後、あらためてその経過と成果を市民に向
けて報告しました。一般にはまだ広く知られてい
ないニーズに対応した先駆的な活動の様子が報告
されました。

■平成19年度市民活動助成金交付団体と共同事務室入居団体
助成金
交付団体

団体名

○

天真おやじの会

○

（特活）動物救護里親の会

○

NPOゲートシティ多賀城

○
○
○

活動内容

電話番号

天真小学校の保護者による学校活動の支援・
育児支援、親子交流事業の実施
野良猫・野良犬・捨て猫などの繁殖防止対策
および地域猫支援
史跡を活かした、魅力と賑わいのあるまちづくり
の推進
多賀城市内における市民活動推進のために
交流会・勉強会を開催

サポートセンターに
お問合せください

共同事務室
入居団体

サポートセンターに
お問合せください

090-8258-6862

○

070-5097-1010

○

障害のある子どもの放課後支援事業

090-8251-3812

○

TAP多賀城

多賀城市の地域振興事業の実施・政策提言
など

090-2368-4318

○

（特活）健康応援わくわく
元気ネット

健康体操の普及・地域サークル活動の支援

090-2361-5773

○

022-362-7142

○

080-3320-9294

○

たがじょう市民活動
推進会議
アフタースクール
のびのびクラブ

多賀城市史跡案内サークル
地球の楽好

多賀城市内の史跡におけるガイドボランティア
活動
青少年育成のための体験プログラムの実施
および講演会の開催・出版事業

史都多賀城
万葉祭り実行委員会

史都多賀城万葉祭りの開催

022-368-1141
（内線541）

○

生涯学習100年構想
実践委員会

多賀城市における生涯学習の発展・振興事業
の実施

022-368-1141
（内線541）

○

２
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御礼！パワーあふれるスタッフの皆さんが日々、
利用しています。
今 回の 交流 会 は、「飲み 物片 手に みん なで 談
笑」…ではなく、名づけて「ぐるぐる交流会」と
いうワークショップ形式で実施しました。これ
は、それぞれの団体が活動内容を発表した後、
「ぐるぐる笑券（しょうけん）」というメッセー
ジカードに発表団体への応援や協力できることを
記入して、互いに直接、交換するという仕組みで
行いました。こうすることで、活動分野もスタッ
フの世代も違う入居団体がより具体的な活動内容
を踏まえて交流を深め、互いに協働できることを
模索することが可能となりました。結果、交流会
は大盛況。
最後に、当センターの管理・運営を担っている
せんだい・みやぎＮＰＯセンターの黒澤常務理事
が「ここの共 同事務室は、アパート というより
『棟割長屋』と表現したい。ご近所づきあいから
生まれるものを大切にしていきたい」とコメント
して、1時間30分ほどの交流会を終えました。この
出会いから、一体、このまちでどんな「元気」が
生まれるのか。スタッフとして、今から期待に胸
ふくらむ交流会でした。

左 ：『た がじょ う市民 活
動推進会議』さん
多賀城で市民活動を元
気にする講演会やイベン
トを実施している団体さ
ん です。わたし たちの つ
よ～い味方！です。
右 ：『多 賀城市 史跡案 内
サークル』さん
特別史跡多賀城跡で全国からの観光客を迎えるの
は、この笑顔と親切・丁寧な案内活動です。市民活動
の推進＋史跡案内で、新たな試みが生まれそうです。
左：『アフタースクール
のびのびクラブ』さん
心身に障がいを持つ子ど
もたちが安心して遊べる
放課後の居場所作りに取
り組んでいます。今回は
その運営をお手伝いして
いる中学生の方にもご参
加いただきました。
右 ：『生 涯 学 習 100 年 構 想 実 践 委 員 会』さ ん
さまざまな部会にわかれて活動をしています。先日
は、子どもたちの成長を支える「あすなろ部会」のみ
なさんがたがサポで大きなイベントを開催しました。
多賀城の明日を担う世代と、その育成に努める世代の
交流を通じて、力強いメッセージとエールの交換が行
われました。

たがサポブックレビュー
…図書販売コーナーおよび閲覧図書コーナーから、スタッフおすすめの1冊を紹介します。

「粋でおしゃれなお金
でおしゃれなお金の集め方・使い方
ＡＢＣ事典
ＡＢＣ事典」
事典」

みてはいかがでしょうか。ちょっとした工夫は、た
くさんあります。
たとえばジャンケン募金。とあるユーモアたっぷ
りのレストランにて。「ジャンケンに勝ったら、料
金は半額です。そのかわり得した分のいくらかでも
寄付してください。ジャンケンに負けても損はしま
せん。通常の料金をお支払いいただくだけです。」
よしやってみようという人が多いほど、寄付が増え
ます。自分の得を狙うことで、誰かの役にも立つと
いうちょっと変わった工夫がされています。
あなたの団体は資金集めの工夫をしていますか？
「この活動は応援してみたい！」と共感を得ながら
資金を集めるヒントがつまった一冊です。

著者：松岡温彦 発行所：シチズン・ワークス
価格：1000円（税込）
ボランティアや市民活動など、地
域や人のためになることをするに
も、時としてお金が必要になること
があります。誰かがポンとお金を出
してくれればいいのですが、普通は
いろいろ工夫して集めることになり
ます。もし、お金が集まらずに困っ
た経験をお持ちでしたら、自分たち
の資金の集め方をもう一度見直して

■図書販売コーナー
ＮＰＯ・市民活動団体が発行する図書（報告書、パンフレット等）を販売しています。 詳しくはお問い合わせください。
●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。
■閲覧図書コーナー
情報サロン内にある市民活動に関する図書・雑誌が閲覧できます。

３
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たがサポ
今年度の事業紹介

２ ネットワーク形成事業
ネットワーク形成事業
市民活動団体同士の協働を進めたいと考えている方へ

多賀城市市民活動サポートセンターで
平成20年度に行う事業をご紹介いたします。各事業の詳細に
ついては、随時この通信やチラシ、「広報多賀城」などで取
り上げます。

●パートナーシップフォーラム（12月開催予定）
市民活動団体同士の連携を進めていくきっかけづくりや事
例に学ぶフォーラムを開催。

１ 人材育成事業

３ 誘導・
誘導・啓発事業

多賀城のまちで元気に市民活動する人材を増やしていく
お手伝いをします。

たがサポの活用方法をお知らせします
●サポートセンター出前プロジェクト
（10月～全6回の予定）
たがサポが皆さんの住んでいる地域におじゃまします。市
民活動をしている方にもしていない方にも活用できるたが
サポをご紹介します。

ＮＰＯ・市民活動を知りたい・始めたい方へ
●ＮＰＯいちから塾（8月より毎月1回開催）
ＮＰＯの基礎知識について、少人数で気軽に参加できる
講座です。次回は9月20日（土）13：30～15：00です。

市民活動をしたい方と仲間を探している団体をつなぎます

ＮＰＯを立ち上げたい方へ

●ボランティア大相談会（12月開催予定）
市民活動してみたい方と、一緒に活動する仲間を募集して
いる団体が出会う場所をつくります。

●ＮＰＯ立ち上げ相談（随時開催）
これからＮＰＯを立ち上げたいと考えている方や活動を
始めたばかりの団体を対象に、個別に相談に応じます。
ＮＰＯの運営に関わっている方へ

４ 調査研究事業

●ＮＰＯマネジメント講座（10月・2月開催）
ＮＰＯを運営する上で必要な知識の習得を目的とした講
座を開催します。
●事務用ブースインキュベート相談（7月・2月開催）
入居団体を対象に、最長3年の入居期間終了後も見据えた
団体の運営に関する相談に応じます。

市民活動の現状を知りたい
●市民活動調査
市内を中心として活動している団体を対象に、現状や課題
を探る調査を実施し、今後のセンター運営に活かしていき
ます。
多賀城市市民活動サポートセンター事務局のスタッフ
によるブログを始めました。ぜひご覧ください！
http://blog.canpan.info/tagasapo/

■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 午前9時から午後9時30分まで
日曜日・祝日 午前9時から午後5時まで
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。

■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）
レターケース・ロッカー
・ロッカー（200円/月）
・事務用ブース（1,000円/月） 利用申込受付中
・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）
□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８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

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！

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
４

