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 冊子発行に寄せて ――――――――――――――

　我が国では本格的な少子高齢社会を迎え、市民同士が支え合う社会の構築が急務と
なっており、ここ名取でも多くの市民活動団体が社会的な課題の解決に向けて活発に活
動を続けておられます。当法人が指定管理者として管理運営を行っております名取市市
民活動支援センターの登録団体だけでも105 団体を数え、年々増加しているところです。
　しかし、市民活動の情報が名取市民にいきわたっているとは言えず、また、団体同士
の連携もまだまだ多くはありません。
　そこで、名取市の市民活動団体の情報提供と市民活動団体同士の連携を強化するこ

とを目的として、平成 29 年度名取市協働提案事業として市民活動団体の概要を１冊の冊子にまとめることと致しま
した。
　ITの時代とは言え、紙媒体の力はまだまだ大きく、この冊子を手にした方から市民活動が始まるなど、名取市
の市民活動が一層活性化することを願っております。

 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

 市長メッセージ ――――――――――――――――

　近年、市民のまちづくりに対する意識が高まり、市民活動も徐 に々活発になってきていま
す。また、ＮＰＯ法人をはじめとする多くの市民活動団体が、地域における新たな公共サー
ビスの担い手として、多方面で活躍する機会も増えてきました。本市においても、１００を
超える団体が市民活動を行っております。
　協働のまちづくりは、地域をよく知っている方々の参画により、コミュニティの力を生かし
ながら、地域に根ざした特色あるまちづくりを進めることができます。また、あらゆる主体
が力を合わせ、互いの立場を理解・尊重して進めていくことで、地域の信頼関係の構築

にも繋がります。何より、住民主権の自立したまちづくりを推進していくための原動力として、市民の方 と々の協働
は欠かせないものとなっています。
　是非、この機会に名取市内の市民活動を知っていただき、ご理解を深めていただきたいと存じます。
　この冊子を通じてひとりでも多くの市民がつながり、市民活動に参加・参画することを期待します。

 名取市長　山　田　司　郎
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名取市市民活動支援センターのホームページ（http://www.natori-npocenter.or.jp）にアクセスすると
団体のイベントチラシ等の情報が見られます。

「市民活動」とは？
　�「市民活動」とは営利を目的とせず、社会的な課題の解決に向けて、市民が自発的、自主的に行う、
不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動のことです。（宗教活動や政治
活動を主な目的とする活動は除く）市民活動は、市民の皆さん自らが、さまざまなニーズに対応した
サービスの提供、社会的な課題を解決することを目的とした、よりよい社会をつくるための市民によ
る、自発的・自主的な活動です。

  冊子の利用にあたって ～この冊子で出来ること～
　�この冊子を見て、気になった団体に連絡してみてください。� �
きっかけは、人それぞれ。活動を始めてみると得られるものはたくさんあります。� �
新しい繋がりが出来ると毎日に変化が・・・。自分にできる事から始めてみませんか？� �
実際に活動を見学したりイベントに参加して、地域社会と新しい繋がりを作りませんか？

名取市市民活動支援センター
キャラクター
「エヌポ」

名取市
マスコットキャラクター
カーナくん

困っている人の
役に立てること
ないかな？

少し時間ができたし
地域のために

何かしたいけど・・・
退職したし、

何か始めたいな・・・

子育ても一段落、
時間もできた・・・

PTA活動で、公民館で、
町内会役員で知り合った

仲間と・・・

カーナくん！
この冊子の中に解決のヒントがあるよ！
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市民活動団体紹介
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主な活動日 月曜日から金曜日 連絡先住所 〒981-1232
宮城県名取市大手町一丁目６-５

主な活動場所 名取市内 電話番号 022-381-4731
設立時期 平成28年７月 FAX 022-341-2562
会員数 20人 Mail ―
代表者名 相原　容子 HP ―

 一般社団法人生活応援倶楽部からーず
【活動目的】
私たち「からーず」は、高齢者や障がいをかかえた方も含めた地域の
人たちみんなが、互いに助け合って住み慣れた地域で、住み慣れたご
自分の家で、いつまでも自分らしく生活することを目的とした様々な活動
を応援していきます。

【活動内容】
<日常生活支援事業>ご近所同士の助け合い活動
<委託販売>手作り手芸品の委託販売
<つどいの場づくり>高齢者向けのサロンの開催・介護者のためのサロ
ンの開催
<介護相談>　
　などなど

主な活動日
毎週金曜日夜（名取）、毎月第２土曜昼（名取）
毎月第２火曜日夜（気仙沼）、
毎月第３土曜日昼（気仙沼）

連絡先住所

〒981-0933
宮城県仙台市青葉区柏木１-７-12
紫苑荘２階
ＡＡ東北セントラルオフィス（TCO）

主な活動場所 名取市、気仙沼市 電話番号 022-276-5210
営業時間：月・水・金　13：00～16：00

設立時期 平成26年１月 FAX 022-276-5210
会員数 ５人 Mail aa.tco20@gmail.com
代表者名 ＡＡ東北セントラルオフィス（TCO） HP http://tco.aatohoku.info/

AA宮城はまなすグループ
【活動目的】
アルコール依存症の当事者のAAメンバーが自分たちも飲まない生き方
をAAプログラムを使って達成し、まだ苦しんでいるメンバーの手助けを
していくことを目的とする。

【活動内容】
定期的なAAミーティングの開催。セミナーやイベントを企画、開催する。
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主な活動日 毎日 連絡先住所 〒981-1232
宮城県名取市大手町５丁目６-１（なとセン内）

主な活動場所 名取市、仙台市太白区 電話番号 070-2430-8695（担当者）
設立時期 平成29年３月２日 FAX ―
会員数 11人 Mail ansoreiyu.s1945@gmail.com
代表者名 澤田　文朙 HP https://ansoreiyu-gh.jimdo.com/

NPO法人アンソレイユ
【活動目的】
地域における障害者（知的障害者、精神障害者）の自立のための
支援活動

【活動内容】
障害者（知的障害者・精神障害者）のため、宮城県の指定を受け、
居住支援（共同生活援助事業）と障害者のための相談支援

主な活動日 主に平日、土曜もあり 連絡先住所 〒981-1232
宮城県名取市大手町５丁目６-１（なとセン内）

主な活動場所 仙台市、名取市、岩沼市、亘理町 電話番号 090-6253-5640
設立時期 平成20年４月 FAX 022-343-9705
会員数 208人 Mail moriyama-e@tulip.sannet.ne.jp
代表者名 森山　英子 HP http://�sendai-keicho.sakura.ne.jp/wp/

NPO法人仙台傾聴の会
【活動目的】
本会は地域社会との連携をはかり、地域住民の心に寄り添い、悩
みや不安に耳を傾け、住民の方々が心の安らぎを得て、安心した
生活を送れるように自己研鎮を重ね、傾聴活動を行い、社会福祉
の増進寄与することを目的とする。

【活動内容】
傾聴ボランティアの育成 ･派遣を行っております。傾聴活動とし
ては、独居個人宅、高齢者福祉施設へ訪問の傾聴。被災者支援と
しては、各復興住宅集会所での「傾聴カフェ」・「音楽カフェ」を
毎月開催。対面相談の「傾聴サロン」仙台市、名取市、岩沼市、
塩釜市で毎月実施（10 時～ 15 時）。「ふれあい電話サービス」は
電話登録者へ電話で傾聴を実施。人材育成としては、各市町村、社協などからの依頼を受けて「傾聴講座・
傾聴ボランティア養成講座」・「民生委員児童委員向け講座」の講師派遣。一般市民向けの「公開講座」年
２回開催。会員の傾聴力アップの為の各種「スキルアップ講座」随時開催。　電話相談電話 080 － 3199 －
4481 で火、木、土９時～ 17 時まで
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主な活動日 年中無休 連絡先住所
〒981-1232
宮城県名取市大手町２丁目１-３
ひまわりビル101

主な活動場所 名取市、仙台市 電話番号 022-399-8374
設立時期 平成19年８月 FAX 022-399-8397
会員数 43人 Mail u6676ws659t@asahi-net.or.jp
代表者名 横山　真典 HP http://dream-gate.net/

NPO法人ドリーム・ゲート
【活動目的】
障がい者や高齢者が、地域で自立した生活を営んでいくために必
要な事業を行い、福祉の増進、社会全体の利益の増進に寄与する
こと。

【活動内容】
・介助者の養成、派遣事業�
・福祉有償運送事業
・災害支援、防災に関する事業など

主な活動日 毎月平日 連絡先住所 〒981-1232
宮城県名取市大手町５丁目６-１（なとセン内）

主な活動場所 支援センター内会議室、各高齢者施設、復興
住宅集会所、個人宅 電話番号 090-4633-7396

設立時期 平成22年９月 FAX 022-343-9705
会員数 33人 Mail moriyama-e@tulip.sannet.ne.jp
代表者名 嶋脇　ウタ HP http://�sendai-keicho.sakura.ne.jp/wp/

NPO法人仙台傾聴の会　名取支部
【活動目的】
本会は地域社会との連携をはかり、地域住民の心に寄り添い、悩
みや不安に耳を傾け、住民の方々が心の安らぎを得て、安心した
生活を送れるように自己研鎮を重ね、傾聴活動を行い、社会福祉
の増進寄与することを目的とする。

【活動内容】
高齢者施設の傾聴訪問、個人宅での訪問傾聴
復興住宅でのお茶会と傾聴
電話での悩み相談（080 － 3199 － 4481）９時～ 17 時
ふれあい電話サービスとして、電話登録の方へ電話で傾聴
毎月第１火曜日午前 10 時～ 12 時まで定例会
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主な活動日 不定期（金・土・日） 連絡先住所
〒980-0021
宮城県仙台市青葉区中央３丁目５-14
セントラルパークビル３Ｆ

主な活動場所 セントラルパークビル３階 電話番号 022-211-9234
設立時期 平成15年１月 FAX 022-211-9270
会員数 48人 Mail mailto@npo-ejcc.org
代表者名 吉田　光子 HP http://npo-hcc.jp/

NPO法人東日本カウンセリングセンター
【活動目的】
地域社会への貢献を前提とし、ご相談者の「自分らしさ」への気
づきへのお手伝い、「今の生活のなかに幸せを見つけることので
きる能力」の開発支援を行うことで、「自信がもてない人、前に
進めない思いの人をより精神的に開放し向上させる」カウンセリ
ングを目指します。

【活動内容】
⑴カウンセリング：当社専任カウンセラーによる面談・電話・メー
ルでのカウンセリング
⑵派遣：地域の企業・団体・教育機関等へのカウンセラー・講師
派遣
⑶�カウンセラーの育成：カウンセリング理論・技法・マインドを身につけるための講座を開催�
名取市では、名取市市民活動支援センターにて家族（親子）をテーマにしたセミナーやピアカウンセラー
養成講座を開催しております。

主な活動日 常時 連絡先住所 〒981-1235
宮城県名取市名取が丘２丁目10-１

主な活動場所 名取市内 電話番号 022-382-7790
設立時期 平成14年４月 FAX 022-383-5937
会員数 10人 Mail natmh-nr@galaxy.ocn.ne.jp
代表者名 小泉　　潤 HP ―

NPO法人名取メンタルヘルス協会
【活動目的】
障害者の社会復帰及び社会参加を促進するため、グループホーム、
計画相談支援及び短期入所事業を運営し、利用者が自立的な日常
生活を営むことができるよう支援を行うことを目的としていま
す。

【活動内容】
＜グループホーム＞
名取市内に５か所のグループホームがあり、主に精神障害や知的
障害の方が共同生活を送っています。皆、障害がありながらも地
域で自立した生活を送れるよう見守りや様々なサポートをしてい
ます。
＜計画相談支援＞
障害福祉サービスを利用している方や利用を希望する方の相談を受け、サービスを利用しながら豊かな暮
らしが実現できるようサービス等利用計画を作成しています。
＜短期入所＞
ご家族が病気や外出で家庭を不在にする場合や、一時的な休息、自立体験等で短期間の宿泊を希望する障
害のある方が利用できます。
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主な活動日 月～金曜日 連絡先住所
〒981-1232
宮城県名取市大手町２-１-３
ひまわりビル101

主な活動場所 名取市大手町２-１-３　ひまわりビル101 電話番号 022-796-6231
設立時期 平成25年10月 FAX 022-796-6232
会員数 ― Mail natoriarisya@helen.ocn.ne.jp
代表者名 理事長　髙橋　　治 HP ―

社会福祉法人　相談支援センター　名取ありのまま舎
【活動目的】
障がいや病気の有無に関わらず、誰もが地域で自分らしく暮らし
ていける社会を目指して、必要な取り組みを行うことを目的とし
ています。

【活動内容】
名取ありのまま舎では、名取市の委託を受け、障がいをお持ちの
方の相談支援を行っております。
また法人としては、グループホームや施設入所支援等の障害福祉
サービスのほか、書籍出版などによる啓発事業も行っています。
今後は、さらに名取市内の障害福祉の充実に寄与するため、名取
市市民活動支援センターを活用することで、地域住民の方と連携
を図り、福祉サービス事業に関わらず社会資源の開拓や開発を行っていきたいと考えています。

主な活動日 不定期開催 連絡先住所 〒981-1247
宮城県名取市みどり台３丁目３-３

主な活動場所 名取市内・随時 電話番号 090-8250-4211
設立時期 平成28年６月 FAX ―
会員数 15名 Mail arimamanet@gmail.com
代表者名 小川　ゆみ HP http://profi�le.ameba.jp/arimama-net/

子育て支援ＡＲＩ（あり）ママネット
【活動目的】
主に乳幼児の親の子育て中の孤独感・孤立感の解消と、育ち合い
の場を通じて子どもが健やかに成長することを目指して事業を実
施することを目的とする。

【活動内容】
⑴�宮城県名取市において、おもに０･１･ ２歳児を持つ親のため
の子育て交流ひろば「natoko（なとこ）」の定期開催。�
〇親子ふれあい遊び、親子ヨガ、カンタン工作、季節のプログ
ラム�
〇親同士のトークタイム�
〇場所：イオンモール名取他
⑵「アートセラピー」を用いた、乳幼児の親向けの心のケアプログラムの実施
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主な活動日 毎週木曜日午後 連絡先住所 〒981-1231
宮城県名取市手倉田字諏訪406-３

主な活動場所 名取市市民活動支援センター 電話番号 022-383-3228
設立時期 平成28年８月 FAX ―
会員数 ６人 Mail ―
代表者名 浅野美津子 HP ―

太極拳で介護を予防する会はなもも
【活動目的】
太極拳を通して、①脳と身体の健康を維持すること。②楽しみを
見つけてもらい、生活への生きがいを持ってもらうこと。③高齢
になると、どうしても家に閉じこもりがちになるため、外に出て
きてもらい、会員同士の交流を図り孤立を防ぎたい。④転倒防止
以上を目的として、性別、世代問わず参加者を募り、特に、高齢
の方には身体を動かすことを楽しいと考えてもらえる時間を作り
たいと考えています。

【活動内容】
毎週木曜日　月４回の太極拳の時間を持ち、終了後は談話の時間
を作り交流を図りたいと考えています。

主な活動日 月～金 連絡先住所 〒981-1222
宮城県名取市上余田字千刈田528-１

主な活動場所 名取市上余田及び名取市増田の障害者支
援施設 電話番号 022-382-9851

設立時期 平成13年10月 FAX 022-382-9850
会員数 50人 Mail r-l-minorikai@io.ocn.ne.jp
代表者名 今野　幸信 HP http://www.natori-minorikai.or.jp

社会福祉法人みのり会
【活動目的】
障害者（主に知的障害）の日中活動支援、軽作業支援、相談等の
事業を行うことで、障害者及び家族等の社会参加や就労促進など
を図る。

【活動内容】
障害者の支援事業として下記事業を行っている
⑴生活介護
⑵地域活動支援センター
⑶日中一時支援
⑷短期入所
⑸就労継続支援Ｂ型
⑹相談業務
⑺共同生活援助事業
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主な活動日 連絡先住所 〒981-1232
宮城県名取市大手町５丁目６-１（なとセン内）

主な活動場所 名取市市民活動支援センター・名取市文化
会館・公民館 電話番号 022-383-6154

設立時期 昭和30年 FAX 022-383-6154
会員数 145人 Mail natori-ikuseikai@y-mobile.ne.jp
代表者名 山川美和子 HP ―

名取市手をつなぐ育成会
【活動目的】
①知的ハンディを持つ人たちの育成と支援を行う
②知的ハンディを持つ人たちが地域の中で普通にそして可能な限
り自らの力を生かして生活できるように地域との交流や行政・関
係団体との連携を図る

【活動内容】
・正会員の親睦会（茶話会）・講演会・移動研修（施設見学）
・中高生のための自立生活トレーニング教室
・クリスマス会　・わいわいハッピーパーティ（成人お祝いの会）
・会報誌「なかよし」年２回発行
・広報誌「手をつなぐ」年１回発行
・行政・関係団体とのネットワーク会議

主な活動日 不定期　土または日 連絡先住所 〒981-1244
宮城県名取市那智が丘３-15-２

主な活動場所 公民館など 電話番号 022-386-3061
設立時期 平成８年８月 FAX 022-386-3061
会員数 30人 Mail ―
代表者名 内田　広美 HP ―

名取おもちゃ図書館ドロップス
【活動目的】
発達に遅れがあったり、心身に障害を持つために、上手に遊べな
い子供達に、人との関りをボランティアさんやおもちゃを使って
楽しい時間を過ごせるようにする。

【活動内容】
おもちゃを使った遊びや季節ごとの行事などをお母さんボラン
ティアや学生ボランティアと一緒に活動しています。又、お母さ
ん達の茶話会や勉強会、施設見学など
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主な活動日 連絡先住所 〒981-1235
宮城県名取市名取が丘６丁目１-11

主な活動場所 名取が丘公民館　増田西公民館　増田西
老人憩の家 電話番号 090-7061-9722（松浦）

設立時期 昭和50年８月 FAX 022-386-2864
会員数 32人 Mail ―
代表者名 大内　　隆 HP ―

名取市雷神会
【活動目的】
本会は、会員相互の親睦と融和を深め、伝統文化の和楽器と民謡
等の練習を行い、発表の場を地域のイベントやボランティア活動
を行う。

【活動内容】
県内観光のお客様を対象に和太鼓や津軽三味線、東北の民謡を披
露する。新春並びに夏祭りイベントに参加、老人ホーム・介護セ
ンターのボランティア活動

主な活動日 当番表により定期的に 連絡先住所 〒981-1234
宮城県名取市箱塚１丁目７-15

主な活動場所 上記活動場所において 電話番号 022-384-5801
設立時期 昭和59年 FAX 022-384-5801
会員数 84人 Mail ―
代表者名 森　かよ子 HP ―

名取市ボランティア連絡会
増田西支部

【活動目的】
ボランティア活動への理解と参加を促進し、市民意識の高揚と実
践活動を円滑に行うために、個人及びボランティアグループに関
連のある団体との相互の連絡協調と情報交流を図りながら社会福
祉の増進に資する

【活動内容】
施設、地域でのボランティア
・配食サービス　・子育て支援（保健センター、増田西児童センター
での遊び）　・友愛作業所での作業　・みのり会の図書館での同
行　・増田西公民館での廃油回収　・デイサービスでの世話　・松陽苑の窓ふき清掃
・松風荘での洗濯ものたたみ　・公民館の草取り作業　・地域での研修
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主な活動日 不定期（毎月数回） 連絡先住所 〒981-1232
宮城県名取市大手町五丁目６-１-14

主な活動場所 名取市～仙台市 電話番号 022-702-7969
設立時期 平成27年９月 FAX ―
会員数 19人 Mail pyuai.miyagi@gmail.com
代表者名 佐々木香織 HP https://pyuai-miyagi.jimdo.com

みやぎ化学物質過敏症・アレルギーの会～ぴゅあぃ～
【活動目的】
化学物質過敏症をはじめ環境由来の病気、「香害」やその他の類
似する病気などで悩む方が、安心して生活が出来るよう、食事や
生活スタイルの改善・環境改善・社会全体の連携を構築する事に
より支援することを目的としている。
宮城県内を中心に、化学物質過敏症の患者の増加を抑える為に予
防啓発活動を行い、専門機関や団体、行政や議会などにも協力を
求めて連携を構築して、一般の方と患者の共存が可能となる事を
目的としている。

【活動内容】
・震災後、約 10 年後に急増すると言われている化学物質過敏症
についての理解を広める。
・アレルギー疾患対策基本法や障害者差別解消法にあたり、アレルギーや化学物質過敏症などの方々を支援する。
・アレルギーや化学物質過敏症をはじめ、病気を予防・改善するために啓発・学びの場を提供。
・アレルギーや化学物質過敏症などにならないための環境改善をする活動。
交流会、イベント、勉強会、講演会、映画上映会、資格試験、会報発行

主な活動日 １～12月の第２木曜日、土・日曜日　ほか 連絡先住所 〒981-1244
宮城県名取市那智が丘４-１-16

主な活動場所 東北６県 電話番号 022-386-3517（坂本）
設立時期 平成９年７月 FAX 022-386-3517（坂本）
会員数 85人 Mail nati.skm@f8.dion.ne.jp
代表者名 千葉　俊一 HP http://blog.goo.ne.jp/waraimiti/

日本笑い学会　東北支部
【活動目的】
自分自身に「笑いの灯」をともすことで心身の幸せを見つけ出し、
自分の笑いが世界全体に明るさと健康と平和をもたらすことを
願って、マジメに笑いの研究・実践・啓発活動に取り組むことを
目的としています。

【活動内容】
⑴�笑

しょう

学
がっ

校
こう

�１、４、６、８月�仙台市の施設、８月は宮城県以外で
⑵笑い学研究会　２、３、５、７、９、10、12 月　仙台市や名取
市の施設
⑶支部大会　11 月第３日曜日（予定）　仙台市の施設他
⑷�笑いの出張講演　随時（これまでの実績；年間 30 回～ 40 回）　
東北６県の各種団体（例；市民センター、公民館、病院、福祉施設、社会福祉協議会、消防署関係、町内会、
老人会、婦人会、同好会、子供会、3.11 震災仮設住宅団地ほか ･･･）
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主な活動日 月、火、金 連絡先住所 〒981-1233
宮城県名取市小山１-１-７

主な活動場所 生協・名取市民体育館・集会所 電話番号 022-382-5566
設立時期 平成21年10月 FAX ―
会員数 30人 Mail ―
代表者名 佐山レイ子 HP ―

雅ぶ太極拳同好会
【活動目的】
心身共に健康で自律をする

【活動内容】
深い呼吸で楊名時健康太極拳・八段錦の指導と普及

主な活動日 月間予定表による（定例として月９回） 連絡先住所 〒981-1235
宮城県名取市名取が丘１-７-９

主な活動場所 名取市、仙台市、塩釜市 電話番号 022-382-3750　　090-1495-8250
設立時期 昭和58年 FAX 022-382-3750
会員数 80人 Mail sasaki-mineko@ezweb.ne.jp
代表者名 佐々木みね子 HP ―

宮城根っこの会
【活動目的】
⑴�自然食・自然療法を学び、心身ともに健康で幸せな家庭生活が
おくれるように研鑽する。
⑵�自然食・自然療法に対する理解を深め、その普及に努めること
により社会貢献する。

【活動内容】
⑴調理実習（玄米ご飯、地元野菜を中心にしたお惣菜づくり）
⑵保存食・漬物づくり（味噌、たくわん、らっきょう、梅干）
⑶郷土食・行事食等
⑷�自然療法の実習�
お手当て法として身近にある、こんにゃく、しょうが、里芋、
納豆、びわの葉などを使った、温めたり冷やしたりの体にやさしい気軽にできるやり方です。
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主な活動日 毎週月曜日・水曜日（祝日は休み） 連絡先住所 〒981-1232
宮城県名取市大手町５丁目６-１（なとセン内）

主な活動場所 名取市市民活動支援センター 電話番号 090-2982-3659
設立時期 平成27年１月 FAX ―
会員数 10人 Mail masagtrf@icloud.com
代表者名 能登谷昌明 HP ―

陳氏伝統太極拳宮城
【活動目的】
陳氏太極拳小架式の学習を通じて会員相互及び市民の親睦をはか
ることを目的とする。

【活動内容】
⑴陳氏太極拳の学習
⑵市民との交流や親睦会の企画、運営
⑶各種イベントへの参加
⑷集会所や社会福祉施設等へ訪問し、住民の健康増進を図る

主な活動日 毎週木曜日（うち１回は定例会） 連絡先住所 〒981-1102
宮城県仙台市太白区袋原字堰場32-10

主な活動場所 名取市図書館 電話番号 022-242-3657
設立時期 平成13年11月 FAX ―
会員数 ７人 Mail ―
代表者名 若木　典子 HP ―

 おはなしキラキラの会
【活動目的】
絵本の読み聞かせや素ばなしを通して、子供たちに本の楽しさを
知ってもらい、読書へのきっかけを作ること

【活動内容】
・�名取市図書館で毎年５回、絵本の読み聞かせ中心に赤ちゃんか
ら誰もが楽しめるおはなし会を開催
・�名取市図書館どんぐり子ども図書室で第１・２・３木曜日、図
書館と共催でミニミニおはなし会を開催
・依頼された団体へのおはなし会（下増田児童センターなど）
・まなウェルみやぎ「のびのびサロン」にて第３火曜日おはなし
会を開催
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主な活動日 計画表による 連絡先住所 〒981-1225
宮城県名取市飯野坂７丁目８-５

主な活動場所 市内公民館　仮設住宅 電話番号 022-384-0823
設立時期 平成20年４月 FAX ―
会員数 30人 Mail fuda.hideji@gmail.com
代表者名 布田　英次 HP ―

脳キラッとなとりの会
【活動目的】
公民館や地域団体が実施する教室・講座での脳の活性化と健康維
持を図ると共に、地域コミュニケーションの輪を広げることを目
的としている。　震災後は、仮設住宅の高齢者の不活発予防とグ
リーフケアを目的として活動している。閖上公民館と連携し「閖
上いどばた広場」を運営、また青少年健全育成を目的に中学校の
「命の事業」のグループワーク支援を行っている。
【活動内容】
・市内公民館の高齢者教室で脳活性化講座を開催（仮設住宅含む）
・市内地域の老人会・婦人会等で脳活性化講座開催
・増田中学校・みどり台中学校の「命の授業」のグループワーク
支援
・会員のスキルアップ研修会の実施

主な活動日
練習会：日曜日の午前中（月２回程度）
発表会：復興公営住宅等、希望者の要請に応
じて随時

連絡先住所
〒981-1225
宮城県名取市飯野坂四丁目５-52
（副代表：相澤美恵）

主な活動場所
練習会：名取市市民活動支援センター等
発表会：復興公営住宅等、希望者の要請に応
じて各所

電話番号 080-7967-3635

設立時期 平成28年８月 FAX ―
会員数 17人（※現在、新規募集はしていません） Mail familytree.hiyoriyama@gmail.com
代表者名 相沢　一成 HP http://narinari55nari.wixsite.com/familytree

名取リーディングクラブ
【活動目的】
東日本大震災で名取市沿岸部が壊滅したことを受けて、地元出身
者が故郷の記憶を留めるために書き下ろした戯曲『ファミリーツ
リー』を、被災者を含む名取市在住および出身の有志によって組
織された朗読ボランティアクラブが被災者のもとに出向き、作品
の朗読を披露する。
朗読を通じて、被災者が失われた故郷に思いを馳せ、亡くなった
人たちと心の中で対話し、また、鑑賞者と朗読者の交流を図り、
対話を通して被災者の悲しみを軽減することを目的とする。

【活動内容】
⑴毎月２回の朗読練習会を開き、会員の研鑽を図る。
⑵名取市内外で朗読の発表を行い、作品に触れてもらう機会をつくる。
⑶名取市内外の仮設住宅や復興公営住宅等を訪問して朗読を発表し、被災者との交流を図る、等。
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主な活動日 不特定 連絡先住所 〒981-1232
宮城県名取市大手町５丁目６-１（なとセン内）

主な活動場所 名取市閖上地区 電話番号 022-382-6210
設立時期 平成24年３月 FAX ―
会員数 ７人 Mail yuriage11@gmail.com
代表者名 格井　直光 HP http://yuriage1.blog.fc2.com/

閖上震災を伝える会
【活動目的】
震災で得た教訓を、訪れる方々や、後世に語り伝え、多くの方に
防災・減災を考える意識を持ってもらい、復興に向けて地域コミュ
ニティ再生に歩む住民の動きを広く知ってもらうこと。

【活動内容】
・団体、観光客等へ震災ガイド　
・出張、講演等

主な活動日 毎週水曜日、各地域における活動
（主に土、日） 連絡先住所 〒981-1232

宮城県名取市大手町５丁目６-１（なとセン内）
主な活動場所 名取市市民活動支援センター 電話番号 022-226-8416
設立時期 平成26年７月 FAX 022-226-8417
会員数 20人 Mail yuriagekamome@gmail.com
代表者名 佐竹　悦子 HP ―

防災教育の市民団体「ゆりあげかもめ」
【活動目的】
本会は、会員相互の協力と関係機関との連携により「命を守るた
めにできること」を学び、伝えるための活動を行う。
また、東日本大震災の経験を語り継ぎ、子ども達の「生きる力」
を育み、防災教育の必要性を広めることを目的とする。

【活動内容】
⑴定例会…�会の運営、事業の計画と反省、会員の研修（毎週水曜

日夜）
⑵事　業…�・各地域の公民館、町内会、子供会等を対象に随時実

　施�
・防災学校（大人向け）専門家による講話及び生活に
　役立つ実技�
・防災キャラバン（子ども向け）ゲームやクイズ式で学ぶ�
・防災セミナー…年１回、全市民対象
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主な活動日 不定期 連絡先住所 〒981-1224
宮城県名取市増田7-3-3�渡辺方

主な活動場所 名取市増田地区 電話番号 022-382-2008
設立時期 平成11年３月 FAX 022-382-2547
会員数 約30人 Mail arutaki@shokei.ac.jp
代表者名 佐々木博之 HP ―

リバイブ名取21
【活動目的】
名取市や名取市増田地区のまちづくりについて、住民の参加や行
政との協働により、まちづくり意識を醸成するとともに、住民の
意見やアイディアを行政や関係機関に提言し、実現していくこと
を目的として活動を行ってきた。近年では、名取まちづくり会社
が設立されたことから、ピカボードを使った光のストリートアー
ト展の実施が主な活動となっている。

【活動内容】
1999 年に設立して以来、まちづくりアイディア模擬コンペ、駅舎
デザインコンペ、フォーラム、市長と語ろう新年会、波のベンチ、
光のストリートアート展、駅前広場模擬体験、たよりの発行、な
とりえ～るの運営、語り合う会、提案、提言等を実施してきた。
近年では増田防災広場、JR名取駅、仙台空港などで行っている光のストリートアート展が主な活動となっ
ている。

主な活動日 毎月１回　例会、三役会、理事会他 連絡先住所
〒989-2432
宮城県岩沼市中央１丁目２-20
ナスノビル２階

主な活動場所 名取市、岩沼市、亘理町、山元町他 電話番号 0223-22-6640
設立時期 昭和52年 FAX 0223-23-1860
会員数 23人 Mail abukumajc2018@yahoo.co.jp
代表者名 佐藤　洋輔 HP http://www.abukuma-jc.com

 一般社団法人あぶくま青年会議所
【活動目的】
青年会議所【JC】とは世界に組織された青年活動団体で、約 100 カ
国 18 万人のメンバーが所属しています。公益社団法人日本青年会議
所には約 37,000 人のメンバーがおり、あぶくま JCもその中のひとつ
のグループになります。
私たち一般社団法人あぶくま青年会議所は「地域社会の健全な発展」
を目的に設立された団体で、主に名取、岩沼、亘理、山元を中心とし
た地域に「明るい豊かな社会づくり」という目的を達成するために、
20歳より40歳の青年が活動を行っております。毎年「青少年育成事業」
や「まちづくり事業」などの公益事業を中心に、セミナー例会などの
自己啓発活動、海岸清掃などの地域運動などを行っております。

【活動内容】
2017 年度活動
□新年賀詞交歓会　□異業種交流会　□青少年育成事業　マナーから学ぶ思いやりのこころ　□たからいち　地域の魅力フェスティ
バル　□千年希望の丘植樹祭　□あぶくま青年会議所創立４０周年記念基調講演　□継続事業　亘理町　荒浜海岸清掃活動　他
※活動報告についてはホームページ、Facebook に随時更新しています。ご参照下さい。
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主な活動日 月曜日から金曜日 連絡先住所
〒980-0014
宮城県仙台市青葉区本町３-１-17
やまふくビル３Ｆ

主な活動場所 宮城県全域 電話番号 022-748-4550
設立時期 平成23年３月 FAX 022-748-4552
会員数 ２人 Mail renpuku@gmail.com
代表者名 木村　正樹 HP http://www.renpuku.org

一般社団法人みやぎ連携復興センター
【活動目的】
東日本大震災からの復興に資する活動を行うとともに復興を契機
に切り開く創造的で自律的な市民社会の実現に寄与することを目
的とし、その目的に資するため次の事業を行う。
⑴東日本大震災からの復興に関する事業
⑵災害復興に資する人材育成に関する事業
⑶災害復興に資する人的ネットワークの形成に関する事業
⑷災害復興に資する実践的研究の推進に関する事業
⑸災害復興を担う市民活動の創造・自律を目的とする事業
⑹その他前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業

【活動内容】
⑴連携促進事業　被災地ネットワークの活性化を促進します。
⑵人材育成事業　地域づくりに資する被災地復興の活性化を促進する人材育成をします。
⑶地域づくり事業　住民主体の創造的で自立したコミュニティの形成を促進します。
⑷政策提言事業　自立的な住民主体の地域社会の実現に向けた政策提言を行います。
⑸情報発信事業　多様な団体と連携し情報発信の強化に取り組みます。

主な活動日 不特定 連絡先住所 〒981-1232
宮城県名取市大手町５丁目６-１（なとセン内）

主な活動場所 主に閖上地区、美田園地区 電話番号 022-382-6210
設立時期 平成29年４月 FAX 022-382-6210
会員数 ６人 Mail natorijapan@gmail.com
代表者名 格井　直光 HP https://framnatori.jimdo.com/

一般社団法人ふらむ名取
【活動目的】
閖上復興だより、閖上震災を伝える会、名取交流センターが合流
し、①被災住民の自立とコミュニティ再生、形成に自治会設立に
協力していく。②新しいまちづくりにひと、まち、交流を促進し
古里創りを推進していく。③名取市の復興へ向けた住民の行動を
広く内外へ発信、震災伝承を進めていく。

【活動内容】
美田園地区で被災住民同士の交流が成功していることを、閖上地
区の自治会設立サポート、コミュニティ再生、形成を目的にした
交流会を開催。閖上復興だよりで発信と、閖上震災を伝える会に
よる震災伝承、名取交流センター実績のある交流会を行う。
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主な活動日
①第１・３・５火曜、水曜の午前　②月に３回木
曜の夜
③第２・４火曜の午前　④第２・４金曜の夜

連絡先住所 〒981-1245
宮城県名取市ゆりが丘５丁目14-８

主な活動場所

①②名取市ゆりが丘公民館
③宮城野区高砂（または田子または鶴ケ谷
市民センター）
④イオンモール名取つばさのひろば

電話番号 022-797-5585

設立時期 平成29年４月 FAX ―
会員数 50人（平成29年12月現在） Mail yurigaokanoouti@yahoo.co.jp
代表者名 横山　　洋 HP ―

かんたんウクレレサークル
【活動目的】
⑴�高齢者が気おくれせずにウクレレを始めて元気になり、介護支
援を受けずに自立した生活をいつまでも続けられますように
⑵誰とでも良きコミュニケーションづくりが出来ますように
⑶介護現場で働く人が楽しい音楽リーダーになれますように
⑷�音楽は皆のもの！上手でなくても誰でも楽しめる世界をつくります

【活動内容】
⑴�ウクレレ伴奏を「６つの簡単なコード」にし超初心者も初心者
も始められるようにしました
⑵ご自分のウクレレ伴奏で歌を歌えるようになります
⑶ウクレレで周りの人を元気にできるような「人づくり」をします
⑷名取市が歌の好きな街になりますように貢献します
⑸新しいコミュニティづくりの一助になりますように

主な活動日 不定期 連絡先住所 〒981-1225
宮城県名取市飯野坂１-８-13

主な活動場所 宮城県南地区 電話番号 022-384-4950
設立時期 平成24年５月 FAX 022-384-4950
会員数 10人 Mail mm.genki-gogo@softbank.ne.jp
代表者名 水戸　正美 HP http://www.syougaigakusyu.org/

NPO法人生涯学習実践塾
【活動目的】
まちづくりは「人づくり」である。その「人づくり」の為に地域
の財産である歴史・食文化・古地図・芸能などを通じて世代間交
流を目的とする。遊び心を大事に活動する中で地域社会活性化の
一助にならんことを欲す。

【活動内容】
みやぎ県民大学生涯学習支援者養成講座を修了した有志にて、地
域社会の活性化を目的として結成。一昨年はトヨタ財団の支援を
受け、亘理町や村田町にて 200 名規模の総合生涯学習講座を開催
する。昨年は名取市教育委員会の主催にて同様の講座を主管し、
250 名程度の参加者を得た。地域の歴史・古地図・芸能・食文化・
幼児行列や音楽絵本・縁日など様々な角度から楽しんで学べる機会を提供している。
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主な活動日 随時 連絡先住所 〒981-1244
宮城県名取市那智が丘１-13-２

主な活動場所 主に名取市内 電話番号 090-1493-3694
設立時期 平成29年４月 FAX ―
会員数 10人 Mail shoji840@blue.plala.or.jp
代表者名 庄司　則雄 HP ―

名取元気コミュニティ応援団
【活動目的】
地域コミュニティの深まりと発展に寄与することを活動の目的と
する。特に東日本大震災で被災された方々の、新たな地域でのコ
ミュニティ再生に協力する活動を行う。

【活動内容】
⑴カフェや学習会、愛好会等を町内会と連携して開催する
⑵�花見会や夏祭り、クリスマス会や新年会、お楽しみバス旅行な
ど季節を感じながらの住民交流を促進するイベントを実施する
⑶その他交流の深まりや安心できる地域の活動を連携して行う

主な活動日 月１回 連絡先住所
〒981-1232
宮城県名取市大手町５丁目13-１
郷内アパート103

主な活動場所 名取・仙台周辺 電話番号 022-384-2958
設立時期 昭和59年５月 FAX 022-384-2958
会員数 10人 Mail ―
代表者名 大友　茂光 HP ―

「障害者」の交通問題を考える会
【活動目的】
1984 年から仙台周辺を基に障害者が自由に公共交通機関を利用で
きるよう、障害者を中心に活動しています。その後は、ＪＲ東北
線の各駅にエレベーターやスロープを設置するよう、宮城県や仙
台市、ＪＲ東日本などに働きかけてきました。1990 年代に入ると
バリアフリーの考えが全国的に広がり、そのこともあって新しい
駅を作る時は、エレベーターなどを駅の中に設置することが法律
で決まりました。未だに無人駅や人があまり使わない駅などは、
階段しかありません。バスも同様に超低床バス（ノンステップバ
ス）は前と比べて街中では走っていますが、一本人通りが少ない
所や田舎では前と同じ段差しかないバスが走っています。障害者
にとってまだまだバリアフリーといえません。今後も皆が利用で
きるように公共交通機関を変えていきたいと思っています。

【活動内容】
会は上記の目的と活動を行います。
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主な活動日 年７回開催 連絡先住所 〒981-1225
宮城県名取市飯野坂４丁目５-52

主な活動場所 飯野坂集会所 電話番号 022-382-5481
設立時期 平成27年４月 FAX 022-382-5481
会員数 23人 Mail ―
代表者名 相澤　俊子 HP ―

ももちゃんの会
【活動目的】
独居老人、高齢者の居場所づくりをし生きがいを持ってもらう

【活動内容】
年７回　10：00 ～ 14：00　昼食１：00
軽体操　歌　昔ばなしを聞く　かんたん手芸

主な活動日 随時 連絡先住所
主な活動場所 名取市文化会館等 電話番号 090-2955-5856（庄司）
設立時期 平成28年２月 FAX ―

会員数 ６人 Mail nicevocal_smoothrap@ezweb.ne.jp（庄
司）

代表者名 中島千鶴子 HP Face�bookページ
https://www.facebook.com/natorimousou

名取市放送部
【活動目的】
ラジオを中心とする各種メディアを通じて、公共性・公益性を踏
まえながら、魅力あるコンテンツを提供し、既存の地域メディア
の発展と「魅力と元気あふれるまち名取」の実現を目指す。

【活動内容】
名取市に関するラジオ番組の制作（エフエムなとり　なとらじ
801）　「名取☆もうそうし night」毎週月曜 21：30 ～ 22：00）
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主な活動日 主に土、日曜日 連絡先住所 〒981-1232
宮城県名取市大手町５丁目６-１（なとセン内）

主な活動場所 名取市閖上地区 電話番号 090-3583-1359
設立時期 平成23年10月 FAX 022-382-6210
会員数 16人 Mail yuriage.fd@gmail.com
代表者名 格井　直光 HP http://yuriage.org

閖上復興だより
【活動目的】
名取市閖上地区の復興に関する事業を通じて住民に対して情報を
広く知らせることで、閖上の地へ戻りたくなるまちづくり、分散
したコミュニティ再生をさせること。心の支えとなる情報（閖上
復興だより）新聞発行し共有化を目的とする。

【活動内容】
「閖上復興だより」新聞発行
閖上に集う交流事業、復興いも煮会や餅つき会等

主な活動日 月曜～土曜 連絡先住所 〒981-1232
宮城県名取市大手町５丁目６-１（なとセン内）

主な活動場所 名取市民体育館・名取市文化会館 電話番号 090-1377-5194
設立時期 平成27年７月 FAX ―
会員数 ― Mail info@body-jump.com
代表者名 西間木由美 HP http://www.body-jump.com/

 一般社団法人ボディジャンプ
【活動目的】
地域の乳幼児から中高齢の人々が、心身共に元気で健康であるた
めに、スポーツ文化の復興、スポーツの普及に関する事業を行い、
生涯学習・健康増進に寄与します。体がスッキリしほぐれると、
心の緊張も取れ前向きになれると言われています。
名取市の一人でも多くの方が心身ともに元気で笑顔で過ごせるよ
うみなさんの身体づくり、体を動かすきっかけづくり、コミュニ
ティづくりのお手伝いをさせていただきます。

【活動内容】
こちらの市民活動支援センターさんでは会議室をお借りします。
そこでは名取市民の皆さんが生涯少しでも活動的に動くことが出
来るようなカラダづくりについての講演会なども開催していきたいと思います。また、総合型スポーツク
ラブとして地域の方々との触れ合いの場、こちらで活動されている他の団体様との繋がりの場としていけ
たらと思います。よろしくお願い致します。
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主な活動日 第２土曜　19：00～21：00 連絡先住所 〒981-1103
宮城県仙台市太白区中田町字清水25-１

主な活動場所 名取が丘公民館 電話番号 090-3642-3238
設立時期 平成14年 FAX ―
会員数 ７人 Mail ―
代表者名 森　　健治 HP ―

篠笛サークル 風
【活動目的】
篠笛の演奏を通じて、会員同士の融和を図るとともに、素朴で心
にしみる篠笛の魅力を人々に伝えることを大切にしております。

【活動内容】
毎年、愛島笠島地区で開催している「実方朝臣墓前献詠会」に 10
年にわたり参加し、演奏しております。また、地域の集まり等で
も要望に応じて演奏しております。練習は自由な雰囲気で、会員
同士の会話を楽しみながら行っている状況です。地域の要請（サー
クルや団体の学習会、学校の授業等）にいつでも応じるべく、名
取市生涯学習課が所管しているマナビィ宅配便の市民講師に団体
登録しており、篠笛の魅力を広める活動を展開したいと考えてい
ます。

主な活動日 通年 連絡先住所 〒981-1224
宮城県名取市増田字柳田250番地

主な活動場所 市民体育館　十三塚公園体育施設 電話番号 022-384-3161
設立時期 平成20年６月 FAX 022-384-3163
会員数 39人 Mail taikyou@natori-taikyou.or.jp
代表者名 佐々木敏克 HP http://natori-taikyou.or.jp/

NPO法人名取市体育協会
【活動目的】
名取市民の体育・スポーツの振興及び健康増進に関する業務を行
い、快適なスポーツ環境を提供しながら、スポーツを核としたコ
ミュニテイの促進、豊かな高齢化社会の創造及び青少年の健全育
成等明るく豊かで活力に満ちた名取市の形成に寄与することを目
的としている。

【活動内容】
スポーツの振興を図る活動
子どもの健全育成を図る活動
保健及び福祉の増進を図る活動
社会教育の推進を図る活動
街づくりの推進を図る活動
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主な活動日 毎月第３土曜日 連絡先住所 〒981-1232
宮城県名取市大手町５丁目６-１（なとセン内）

主な活動場所 名取市市民活動支援センター 電話番号 022-384-3240
設立時期 平成22年６月 FAX 022-384-3240
会員数 15人 Mail ―
代表者名 仙石　次男 HP ―

なとり「いにしえ」を語る会
【活動目的】
古代から近世まで、時代の歴史変遷、ロマンを語り歴史に対する
思いを共有する。
祖先の残した文化遺産を大切に愛護し地域文化の発展に貢献す
る。

【活動内容】
・現地踏査　研究及び学習会
・文化財の愛護　顕彰活動
・会が必要と認める事業の協賛活動

主な活動日 不定期 連絡先住所 〒981-1295
宮城県名取市ゆりが丘４-10-１

主な活動場所 ①生涯学習センター
②ボランティアステーション、仮設住宅 電話番号 022-381-3315

設立時期 ― FAX 022-381-3325
会員数 ― Mail renkei@shokei.ac.jp
代表者名 松田　道雄 HP ―

尚絅学院大学エクステンションセンター
【活動目的】
名取市にある大学として、生涯学習センター（地域の皆さんの学び
や交流の場）、総合型スポーツクラブ絆（スポーツを通した健康づ
くりのサポート）、ボランティアステーション（仮設住宅などでの
支援活動）の学び・健康・支援の３拠点を融合し、市民の皆さんの「生
きがい」や「つながり」に結びつくような取組みを目指しています。

【活動内容】
⑴�生涯学習センター�
英会話、イタリア語、絵画などの趣味や教養を学ぶオープンカ
レッジや高齢化社会を学ぶ講座、健康な暮らしのための講座な
ど
⑵�総合型地域スポーツクラブ絆KIZUNA�
ヨガストレッチ、テニス、レクダンス、グラウンドゴルフ教室など
⑶�ボランティアステーション�
地元名取市の仮設住宅などでの被災者支援や学習会など
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主な活動日 毎月　第２月曜日 連絡先住所 〒981-1232
宮城県名取市大手町３丁目２-３

主な活動場所 増田西公民館 電話番号 022-381-7527
設立時期 平成20年４月 FAX 022-381-7527
会員数 16人 Mail ysk-t@mub.biglobe.ne.jp
代表者名 山内　俊美 HP ―

名取古文書学習会
【活動目的】
中世・近世の古典・文書類の中から、会員に親しみやすい歴史・
郷土史の資料を会員の希望により選択、その資料を解読及び読み
下しを行い、その内容と共にその時代背景を探る。古文書の学習
により、各自の能力向上と一般市民への啓蒙を図ることを目的と
する

【活動内容】
当会には講師の先生が不在のため、会員全員が講師との自覚を持
ち、各自研鑽をつみ、また、お互いにサポートをし、月１回（原
則として第２月曜日）の学習会では、その時に選択された資料を
輪番制（二人組）にて読み合わせを行っている。古文書に必要な
基本事項、文字の種類（くずし字、変体かな、異体字、合字等）及び文体等の習得を行う。

主な活動日 原則として毎週月・木曜日の18：00～20：00 連絡先住所 〒981-1245
宮城県名取市ゆりが丘２-23-４

主な活動場所 名取市文化会館 電話番号 022-386-2420
設立時期 平成21年９月 FAX 022-386-2420
会員数 64人（Ｈ29年12月現在） Mail masako.kawamura12@gmail.com
代表者名 川村　益男 HP http://nkm.jimdo.com/

名取こどもミュージカル実行委員会
【活動目的】
こども達に舞台芸術を体験する機会を拡充するとともに、将来の
地域文化創造の担い手を育成することを目的とする。

【活動内容】
名取市内、近隣の小・中学生約 100 名のミュージカル団体である。
・年に一度の公演（毎年３月に公演）
・名取市内の公民館祭りや、イベントに出演
・花山青少年自然の家でのワークショップ
・尚絅学院大学を会場としたミニ公演
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主な活動日 ４月～10月・日曜日 連絡先住所 〒981-1235
宮城県名取市名取が丘３丁目20-16

主な活動場所 高舘河川敷グラウンド・相互台東グラウンド・市
民球場 電話番号 022-382-1730　　携帯090-7332-3794

設立時期 昭和32年７月 FAX 022-382-1730
会員数 個人280人　　団体19チーム Mail k221107@yahoo.co.jp
代表者名 横山　弘英 HP ―

名取市ソフトボール協会
【活動目的】
名取市におけるソフトボール競技の普及と振興を図り、会員相互
の親和に努め、もって心身の発達と併せて、市民スポーツの振興
発展に寄与することを目的とする。一方競技を支える審判員、記
録員、指導員等の養成にも努める。

【活動内容】
＊ソフトボール競技大会の主催・主管及び後援
＊ソフトボール競技の普及発展
＊ソフトボール競技の地区・県南大会・県大会等への選考、派遣
＊ソフトボール競技の姉妹都市等に対する親善交流大会の開催
＊中学生に対するソフトボール教室の開催
＊大会競技役員等の育成と指導、及び審判講習会の開催

主な活動日 年間事業計画に沿って 連絡先住所 〒981-1232
宮城県名取市大手町５丁目６-１（なとセン内）

主な活動場所 名取市を中心にその関連地域 電話番号 022-384-3240（仙石）
設立時期 昭和60年３月 FAX 022-384-3240（仙石）
会員数 104人 Mail ―
代表者名 鈴木　英二 HP ―

名取市郷土史研究会
【活動目的】
文化財愛護精神に基づき、名取市に関連する郷土の調査研究を通
じ、先祖の文化遺産を愛護し、かつ顕彰しつつ、地域文化の発展
に寄与する。

【活動内容】
年次事業計画に基づき実施
・現地調査及び踏査研究発表、講演会、拓本研修会等開催
・古文書、金石史の調査研究及び学習会
・会報及び研究出版物の発行
・文化財愛護の普及および顕彰活動
・その他必要と認められる事業
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主な活動日 月曜�隔週 連絡先住所 〒989-2301
宮城県亘理郡亘理町逢隈中泉字東100-12

主な活動場所 名取市市民活動支援センター 電話番号 090-4555-8285
設立時期 平成27年１月 FAX ―
会員数 ５人 Mail sawatellmexyz@docomo.ne.jp
代表者名 澤畑　健一 HP ―

名取シニア劇団あっぺとっぺ
【活動目的】
この団体は、演劇活動に文化的価値を見出し、東北から全国へ質
の高い優れた舞台芸術作品、ワークショップを創作、発信すると
ともに、演劇活動を通じて全国の劇団や地域の人々との交流を図
り、地域のみならず、国全体の文化発展の一因となるべく活動す
ることを目的とする。また、目的の原点は、シニア世代の個人に
残された人生を現役時代演劇に関わることの出来なかった夢と希
望の実現、それぞれの個性を最大限に表現することの喜びを創造
することを目的とする。

【活動内容】
⑴この団体が主催する公演、及び催事の企画・催行
⑵外部の団体が主催する企画への参加
⑶�県内・全国の他劇団、地域の人々との演劇を通じた交流
⑷ワークショップなどのステージ上演以外の作品制作 ･実施
⑸外部団体からの業務請負
⑹団体著作物（脚本、グッズなど）の製作・販売・版権管理

主な活動日 年間スケジュールによる 連絡先住所 〒981-1230
宮城県名取市愛の杜１丁目３-13

主な活動場所 市民体育館 電話番号 022-397-8280
設立時期 昭和48年10月 FAX 022-384-6757
会員数 220人 Mail ―
代表者名 阿部　文男 HP https://n-tta.jimdo.com/

名取市卓球協会
【活動目的】
卓球競技の普及と会員の拡大のために登録団体並びに地域との連
携を図る。協会事業をとおして、次世代の担い手の育成を図る。

【活動内容】
各種大会の開催
卓球教室及び技術講習会の開催
ルールブックの勉強会
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主な活動日 毎週金曜日　午後 連絡先住所 〒981-1235
宮城県名取市名取が丘１丁目４-16

主な活動場所 愛島公民館、増田公民館、市民活動支援セ
ンター 電話番号 090-5359-2619

設立時期 平成14年４月 FAX 022-384-5969
会員数 ７人 Mail ―
代表者名 黒田　輝子 HP ―

なとりハワイアン・フラ
【活動目的】
体力増進、フラを月２回横浜から先生に来ていただき習い、体力
増進とハワイの音楽で優しい心でフラを習っています。

【活動内容】
2004 年から、NPO命のつどい骨髄バンク登録推進運動ふれあい
コンサートに支援しています。各施設（がんセンター、介護施設
（ディサービス）、仮設住宅等）でフラを踊り訪問しています。

主な活動日 各年度の総会、なとり文化芸術祭 連絡先住所
〒981-1230
宮城県名取市愛の杜２丁目３-８
大友亀一郎（理事長）

主な活動場所 名取市文化会館 電話番号 090-4557-8399　大友亀一郎（理事長）
設立時期 昭和48年 FAX ―
会員数 515人 Mail ―
代表者名 本郷　一浩（会長） HP ―

名取市文化協会
【活動目的】
名取市における文化活動の促進と併せて市民文化の向上発展に寄
与する。

【活動内容】
名取文化芸術祭の開催
文化諸問題の調査研究と会報発行および広報活動
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主な活動日 第１、第３、最終水曜日　３回 連絡先住所 〒981-1212
宮城県名取市小塚原字辻野64

主な活動場所 名取市市民活動支援センター 電話番号 090-4557-7124（引地正子）
022-384-8909（宗像栄子）

設立時期 平成17年２月 FAX ―
会員数 13人 Mail ―
代表者名 引地　正子 HP ―

フラ・フレーゼ名取
【活動目的】
現代社会においては核家族化が進み、特に中高年の方々は１人又
は夫婦だけの暮らしを余儀なくされています。
私達は心身の健康を維持しながら様々な年齢や境遇の方々とコ
ミュニケーションを図り、生きがいのある豊かな人生を歩みたい
と思い活動しています。

【活動内容】
地元の公民館祭りや夏祭りへの参加をして募集活動をした結果、
昨年は２名が加入しました。電力ホールや仙台サンプラザ等の出
演で会員間の年齢を超えた絆が強まりましたので、以前からお声
掛け頂いているボランティア活動をしていく予定です。

主な活動日 年間を通じて随時 連絡先住所 〒981-1232
宮城県名取市大手町４丁目18-２　Ａ-103

主な活動場所 名取市、愛媛県伊方町 電話番号 090-7066-6014
設立時期 平成27年11月２日 FAX ―
会員数 42人 Mail n-ohashi@swan.ocn.ne.jp
代表者名 大橋　信彦 HP ―

二つの名取を結ぶ会
【活動目的】
名取市の文化発展に寄与することを目的とし、地域住民の目線で
世代間交流を実施、まちづくりの一助とする。又、名取の先祖が
住み着いた愛媛県伊方町名取地区との交流を通して両地域の文化
の向上に貢献する。

【活動内容】
⑴�二つの名取（愛媛県西宇和郡伊方町名取地区・宮城県名取市）
の交流会を行う。
⑵�地域緑化活動として“名取市閖上のクロマツ”を愛媛県伊方町
名取地区に移植する。又、“伊方町名取地区のミカン苗”を名
取市に植え、樹木の育成に努める。
⑶藩政時代からの名取の文化遺産を次世代に伝えるための「歴史学習会」を開催する。
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主な活動日 ― 連絡先住所 〒981-1201
宮城県名取市下増田字耕谷後210-３

主な活動場所 ― 電話番号 022-384-8627
設立時期 平成28年３月 FAX 022-384-8627
会員数 10人 Mail ―
代表者名 佐藤恵美子 HP ―

結の会
【活動目的】
日本の伝統衣装である着物の良さにふれ、会員同士の親睦を図り
ながら、和服を世界に発信し、和装文化の発展を推進し、日本伝
統文化である着物を次の世代へ伝承することを目的とする。

【活動内容】
・�中学校の家庭科の学習で浴衣の体験指導。（浴衣の着方、帯の
結び方、男子・女子に分かれて自分で着られるように指導）
・市内仮設住宅の夏祭りにおいて浴衣の着付け。
・�市内・県内の国際交流協会と連携して、海外出身者や海外から
の訪問団に和服の着付け。

主な活動日 土、日、祝 連絡先住所 〒981-1224
宮城県名取市増田四丁目５-４

主な活動場所 増田小学校　他 電話番号 022-382-3530
設立時期 昭和47年７月 FAX 022-382-1228
会員数 150人 Mail ―
代表者名 庄司　　昇 HP http://masudafc.blog.fc2.com/

増田フットボールクラブ
【活動目的】
地域スポーツの発展と愛好者の育成。併せて相互の親交を図る。

【活動内容】
⑴サッカーの啓蒙普及に関すること
⑵サッカーの技術向上及び競技力の研究
⑶サッカー指導に関する研究及び指導者の育成
⑷サッカー及びその他スポーツを通じた各種交流
⑸サッカーを通じたクラブ員相互の健康増進と親睦を図る
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主な活動日 土、日、月、水、金 連絡先住所 〒981-1251
宮城県名取市愛島台２-９-18

主な活動場所 学校体育館等、公民館 電話番号 090-5355-4456
設立時期 平成24年12月 FAX 022-383-8166
会員数 48人 Mail ―
代表者名 佐藤　　洋 HP ―

愛島バドミントンクラブ
【活動目的】
スポーツや様々な活動を通じて、震災で傷んだ心を元気に！
個々の体力強化（運動不足）と練習・試合の経験。「勝って喜び、
負けて悔しい…がんばろう」

【活動内容】
⑴�健全育成・・・地域活動への参加、異学年児童の活動から思い
やりや友情を育む。　　　
⑵�スポーツ・・・バドミントン競技�
学校連携：ドッジボール、運動会競技、中学・高校生の部活動
支援。
⑶�行事・・・合宿（宿泊）、芋煮会、お楽しみ会、楽天応援会等、
練習の厳しさと行事の楽しさ。

主な活動日 毎月第３日曜日 連絡先住所
〒981-1213
宮城県名取市閖上字新鶴塚100番地
Ｗ35-３

主な活動場所 名取市　閖上海岸 電話番号 022-385-2345
設立時期 平成13年８月 FAX 022-385-2345
会員数 75人 Mail konno1942@gmail.com
代表者名 今野　義正 HP http://hamabouhuu.info/

 NPO法人名取ハマボウフウの会
【活動目的】
自然豊かな名取の海岸環境を次世代へ継承していくため、希少植
物ハマボウフウを中心とする海浜植物の保護育成に係わる事業を
行い、海岸環境保全に寄与することを目的とする。

【活動内容】
⑴�閖上海岸に「ハマボウフウ保護区」を設置、閖上を起点に仙台
空港に至る「海岸お花畑」を造る活動
⑵�内陸部に「ハマボウフウ栽培畑」を設置、露地栽培による増殖
活動
⑶�同じ目的を持つ各種団体との交流および産学官連携による海岸
環境保全の啓発活動
⑷その他、目的を達成するために必要な活動
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主な活動日 毎月第３金、土（12月～３月を除く） 連絡先住所 〒981-1232
宮城県名取市大手町２丁目６-８気付

主な活動場所 十三塚公園 電話番号 022-384-1268
設立時期 平成19年６月 FAX ―
会員数 30人 Mail ―
代表者名 斎藤　忠雄 HP ―

十三塚みどりの会
【活動目的】
自然のすばらしさ（草花の美しさと生物の活動）を楽しみながら、
緑を守り、後世まで市民の皆様が森林浴を通じて、健康福祉に寄
与できる、環境保全に寄与すること。

【活動内容】
⑴例会で園内の草花、生物の活動を観察、鑑賞する
⑵学校、公民館を通して公園の存在意義を市民に告知啓発
⑶�雑木雑草を下刈し、園内の植生のバランスを保ち、緑が維持さ
れるよう工夫する
⑷担当係（公園整備係）と連携して緑を守ること
⑸県内でも見られなくなった草花の存在を図ること

主な活動日 第２・第４金曜日 連絡先住所 〒981-1232
宮城県名取市大手町四丁目12-３

主な活動場所 増田西公民館 電話番号 090-4880-9959（本同　成行）
設立時期 平成27年３月 FAX 022-384-5057
会員数 14人 Mail spbh85e９@water.ocn.ne.jp
代表者名 伊藤　宗男 HP ―

キラキラパルク増田西
【活動目的】
〇�住んでいる地域を知り世代間交流を通じて、先人たちが語り伝
えてきた歴史や文化を次世代につなぐ。　　　　　
〇�地域と向き合い、地域の特性を生かした活動を通して、地域力
の向上を目指す。

【活動内容】
●水環境を守る…増田川の清掃活動
●世代間交流・人を育てる…ガサガサ体験
●増田川の生態系を知る…増田川フォーラム、鮭の遡上観察
●研修と交流・仲間づくり…ほかの団体との交流
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主な活動日 随時 連絡先住所 〒981-1245
宮城県名取市ゆりが丘１-１-７

主な活動場所 名取市・仙台市 電話番号 090-4313-1338（若山　陽子）
設立時期 平成24年１月 FAX 022-386-1338
会員数 20人 Mail natorikoryucenter@gmail.com
代表者名 飯澤　寛美 HP https://natorikoryucenter.jimdo.com/

 名取交流センター
【活動目的】
各自が生き生きと暮らせる居場所づくりを土台にコミュニティの
再生を行う。訪日観光プログラムを構築するという明確な目的を
持つことでモチベーションを高めコミュニティ再生を促す。

【活動内容】
上記に役立つ、行事、交流事業を実施します。

被災された方々の中でコミュニティ再生に向けて自ら努力する
方々の活動を応援します。

外部からの過度の支援は被災者の自立の妨げになるのでそれを理
解した方々とのみ協働事業をします。

主な活動日 連絡先住所 〒981-1232
宮城県名取市大手町４丁目19-11

主な活動場所 支援センター　老人憩いの家 電話番号 022-382-1529
設立時期 昭和50年４月 FAX 022-382-1529
会員数 28人 Mail ―
代表者名 岩渕　俊子 HP ―

翠和会
【活動目的】
会員相互及び町内会との親睦をはかり婦人としての教養と文化の
向上につとめ健康で明るい町づくりに貢献することを目的とす
る。

【活動内容】
町内会との融和をはかり下記の活動をしております。　
⑴町内美化運動
⑵子供見守り隊に参加
⑶その他地区の行事等に協力参加
⑷出前講座の活用
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主な活動日 交通安全運動期間 連絡先住所 〒981-1234
宮城県名取市箱塚一丁目７-15

主な活動場所 高齢者宅　小学校　公共施設 電話番号 022-384-5801
設立時期 昭和51年 FAX 022-384-5801
会員数 100人 Mail ―
代表者名 森　かよ子 HP ―

 名取市交通安全 母の会
【活動目的】
交通安全を願う母親が結集して、交通安全の輪を広げ、交通モラ
ルの高揚を図るため、交通安全運動を推進し、地域社会における
連帯感の醸成と交通事故のない明るい豊かな社会の実現に寄与す
る

【活動内容】
・交通安全運動の実施（春 ･夏 ･秋 ･冬）
・高齢者宅訪問
・小学校訪問
・公共施設での呼びかけ
・こども会育成会のこども祭りに協力参加
・交通安全グッズを製作し、交通安全を呼びかける
・会員の研修

主な活動日 裁判の期日に応じて活動 連絡先住所
〒981-1235
宮城県名取市名取が丘二丁目15-１
（事務局長　洞口　日出夫）

主な活動場所 仙台地方裁判所、名取市市民活動支援セン
ター、その他 電話番号 090-9032-8139　（洞口）

設立時期 平成27年４月１日 FAX 022-383-5689
会員数 160人（平成29年12月現在） Mail benkeynosune@gmail.com
代表者名 代表　杉本　正勝／代表代理　佐々木　勝 HP ―

東日本大震災名取市閖上訴訟を支援する会（閖上訴訟を支援する会）
【活動目的】
東日本大震災名取市閖上訴訟の支援
以下の目的で支援を進めます。
⑴被災者を救済する
⑵真相を明らかにする
⑶�後々の人々、名取市に、あるべき防災・市政の姿を残すと同時
に今後予想される南海トラフ等の地震・津波災害に名取の教訓
を伝え将来の被害を最小限に食い止める
の３本柱を軸に進める
裁判を支援するにあたり、震災に向き合い、互いの状況を理解し合いながら、
支援活動に多くの人の参加を促して支援する

【活動内容】
〇東日本大震災の学習　〇裁判についての学習　〇裁判の傍聴（傍聴者の組織、傍聴当日の運営）
〇報告集会の開催　〇署名活動、証人尋問の参考人との連絡　〇会報の発行、会報の配布
〇賛同者を増やす
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主な活動日 不定期 連絡先住所 〒981-1244
宮城県名取市那智が丘４丁目１-16

主な活動場所 名取市内、仙台市内 電話番号 022-386-3517
設立時期 平成21年６月 FAX 022-386-3517
会員数 11人 Mail nati.skm@f8.dion.ne.jp
代表者名 坂本　宏一 HP ―

仙台人権擁護委員協議会　名取会
【活動目的】
⑴人権擁護委員の職務に関する研究及び意見の発表をすること
⑵�その他、人権擁護上、必要と認める事項を行うこと�
主に、人権相談、人権啓発活動
⑶会員の推薦母体である市担当部局との連絡調整を図ること

【活動内容】
⑴�人権相談 - １　常設特設（平日毎日）　仙台法務局（名取会のメ
ンバーも含め当番制）
⑵人権相談 - ２　特設相談（毎月第２木曜日）　主に名取市役所
⑶人権相談 - ３　臨時相談（臨時）　名取市内
⑷�人権啓発活動　人権教室、人権啓発コーナー（随時）　学校関
係（幼稚園、小・中・高等学校）、企業・各種団体、市のイベント
⑸施設訪問　随時　高齢者施設、各種養護施設ほか

主な活動日 月２回 連絡先住所 〒981-1231
宮城県名取市手倉田字諏訪298-13

主な活動場所 公民館等 電話番号 022-384-1283
設立時期 昭和44年 FAX 022-384-1283
会員数 36人 Mail suwa298@gmail.com
代表者名 高橋美恵子 HP ―

 新日本婦人の会　名取支部
【活動目的】
生活の向上、女性の権利、子どものしあわせのために力をあわせ
ます。

【活動内容】
くらし、平和、子育て、老後、環境、安全な食べ物など気軽におしゃ
べりし、女性の願いを実現するためにみんなで力をあわせていま
す。
例：被災者支援活動、原爆写真展（市役所ロビーや生協で毎年実
施）、
手作り小物作りサークル等
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主な活動日 年数回 連絡先住所 〒981-1231
宮城県名取市手倉田字諏訪148-１

主な活動場所 増田西老人憩の家 電話番号 022-384-2451
設立時期 平成５年５月 FAX ―
会員数 約400人 Mail ―
代表者名 斎藤　隆二 HP ―

宮城県年金協会名取地区会
【活動目的】
年金制度、年金生活者を守る。これから受給する人たちに希望得
られる活動。福利厚生事業を充実し、ふれ合い活動・支え合い活
動を推進し、地域との協力と交流、親睦を一層高める。

【活動内容】
年金制度の啓発活動事業　年金講座や健康づくり・趣味の講座等、
福祉講座事業の実施　地域とのコミュニティに参加、協力に努め
る。その他。

主な活動日 不定期 連絡先住所 〒981-1224
宮城県名取市増田３丁目10-28-503

主な活動場所 各種施設、商店街 電話番号 090-2881-0336（上条）
設立時期 100年位前 FAX ―
会員数 121人 Mail ―
代表者名 安部由美子 HP ―

名取市更生保護女性会
【活動目的】
・更生保護事業に対する理解・協力・援助
・保護司活動への協力
・社明運動への協力

【活動内容】
以上の目的を達成するための活動は以下の通りです。
東華会（仮釈放の人の宿泊所）での夕方、年２回
青葉女子学園祭、運動会
少年院誕生会
更女会員のための新人研修、中堅研修会など
「社明運動」街頭キャンペーン
大型ショッピングモール等、巡回指導
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主な活動日 通年 連絡先住所 〒981-1225
宮城県名取市飯野坂１丁目11-26

主な活動場所 神奈川県海老名市（本部）、宮城県名取市、
東ティモール、パレスチナ、ミャンマー 電話番号 022-738-9221

設立時期 平成14年８月 FAX 022-383-8330
会員数 個人会員・388名、団体会員14団体 Mail memoire.de.yuriage@gmail.com

代表者名 代表理事　桑山　紀彦 HP http://www.e-stageone.org�
http://tsunami-memorial.org

認定NPO法人　地球のステージ
【活動目的】
活動目標：紛争地や災害地で緊急医療支援や心のケアを展開する
とともに、全国各地で「紛争、災害、貧困地の子どもたちに音楽
と映像で近づこう！」というコンサート形式の公演活動を行って
いる。また、海外での医療支援を中心として継続的な海外支援を
現在も展開。「心理社会的ケア」という専門性を使い、世界の紛
争地、災害地域における「心のケア」を行い、平和構築や復興に
助力することを目標としている。

【活動内容】
⑴音楽と映像を組み合わせた国際理解講座「地球のステージ」公演開催
⑵東日本大震災復興支援事業（津波復興祈念資料館「閖上の記憶」運営）
⑶パレスチナに２事務所を置き、子どもたちへ心理社会的ケア活動
⑷東ティモールに２事務所を置き、母子保健事業、保健ボランティア育成を通じた地域保健事業
⑸ミャンマーにて、教育支援事業
⑹災害・紛争地の緊急医療支援、心理社会的ケア活動

主な活動日
日本語講座　毎週月曜日（祝日は除く）
※開催スケジュール表があります。　
多文化共生支援　不定期

連絡先住所 〒981-1232
宮城県名取市大手町５丁目６-１（なとセン内）

主な活動場所 名取市市民活動支援センター 電話番号 080-5226-5931
設立時期 平成22年５月 FAX ―
会員数 約50人 Mail tomodachi_in_natori@yahoo.co.jp
代表者名 小島秀太郎 HP http://blog.canpan.info/tomo_in_natori/

 国際交流協会ともだちｉｎ名取
【活動目的】
海外出身の移住者並びに滞在者の方々と市民の交流を通じて、双
方向で異文化を学びあい協力して、住みよい「国際都市�名取」実
現の一助となり、同じ「地球市民」として、お互いに文化を尊重し、
共生していくことを目的としています。

【活動内容】
⑴海外出身の方の円滑な社会参加のために必要な支援
⑵日本語講座の運営と日本文化体験行事開催
⑶外国語講座と海外文化体験行事による多文化交流推進
⑷行政との連携、政策提言
⑸目的を同じくする他団体との交流と協力
⑹その他必要と認められる活動
上記を行うための部門として
①多文化共生支援部（愛称　ともだちになり隊）
②日本語講座部　　（愛称　にほんごまなび隊）があります。
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主な活動日 毎週月～土曜日 連絡先住所 〒981-1247
宮城県名取市みどり台３丁目19-4

主な活動場所 名取市内および宮城県内 電話番号 090-9426-7704
設立時期 平成23年５月 FAX ―
会員数 40人 Mail info@natori-hiyoko.com
代表者名 齋藤　勇介 HP http://natori-hiyoko.com

NPO法人子育て応援団ゆうわ
【活動目的】
「地域で育む子育て環境の実現～子育ち親育ちを地域が連携し、
見守り・応援し・支えあう仕組み作り～」を基本理念とし、名取
市内・宮城県内の子ども及び家族福祉に関わる団体、機関のネッ
トワークを作り、地域の子育て環境の改善と子供を養育する家庭
支援及び児童福祉の向上を図ることを目的としています。

【活動内容】
◎名取市那智が丘児童センター指定管理運営事業
◎名取市増田児童センター指定管理運営事業
◎名取市下増田児童センター業務委託運営事業
◎名取市本郷小規模保育所業務委託運営事業
◎子育て講座・イベントの企画・運営

主な活動日 水～日（事務局：月～金） 連絡先住所 〒981-1241
宮城県名取市高舘熊野堂飛鳥中３

主な活動場所 名取市・石巻市・気仙沼市（他宮城県・岩手
県・福島県内） 電話番号 022-397-7507

設立時期 平成27年６月 FAX ―
会員数 Mail info@playworkers.org
代表者名 須永　　力 HP http://playworkers.org/

 一般社団法人プレーワーカーズ
【活動目的】
当法人は、子どもがいきいきと遊べる環境づくりを主な目的とし、
その目的に資するため、次の事業を行う。
⑴子どもの遊び場づくり事業（遊具づくり、遊び空間デザイン）
⑵子どもに関わる相談・支援事業（プレーソーシャルワーク）
⑶子どもの遊びに関わる専門職（プレーワーカー）の育成事業
⑷啓発・普及事業
⑸前各号に掲げる事業に附帯または関連する事業

【活動内容】
●名取市下増田の田んぼでの「かったぁとプレーパーク」開設
2017 年 10 月　●名取市立第二中学校の「仕事博覧会」「職場体験
学習」への協力 2017 年８月　●名取市愛島での子どもの居場所「○○（まるまる）」の運営 2017 年５月～
●石巻市での「子どものまち・いしのまき」の企画・運営 2012 年 10 月～　●石巻市蛇田地区での乳幼児
親子の遊び場「雷神さん」の運営 2017 年４月～　●気仙沼市三日町での子どもの居場所「こどまど」の運
営 2017 年５月～　　他多数
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主な活動日 毎月第2.4土曜日、随時 連絡先住所
〒981-1232
宮城県名取市大手町４丁目19-11（岩渕俊
子）

主な活動場所 増田西公民館 電話番号 022-382-1529（岩渕俊子）
設立時期 昭和初期 FAX ―
会員数 23人 Mail ―
代表者名 今野　慶一 HP ―

手倉田枡取り舞保存会
【活動目的】
手倉田枡取り舞は、地域に根ざした伝統・伝承芸能として地域の
融和のため保存し、後世に継承するものである。永年の活動が認
められ、平成 19 年１月には「名取市無形民俗文化財」に指定さ
れました。

【活動内容】
⑴�増田西小学校３年生の総合学習に取り入れていただき、小さな
子供たちにも郷土芸能として伝承しています。学習発表会では
練習の成果を発表しています。（発表会までの２ヶ月間、週３
回の 22 日間位教えに行っています。）
⑵�増田西公民館での新春のつどい、公民館祭に出演、又春まつり、
夏まつり、秋まつり等依頼があれば随時出演しています。

主な活動日 月曜から金曜日　（土・日不定期で活動） 連絡先住所 〒983-0852
宮城県仙台市宮城野区榴岡２丁目２-８-203

主な活動場所 仙台市宮城野区榴岡二丁目２-８-203
（学習指導場所兼事務所） 電話番号 022-256-7977

設立時期 平成13年９月 FAX 022-256-7977（電話兼用）
会員数 10人 Mail miyagi_yc@ybb.ne.jp
代表者名 土佐昭一郎 HP http://www.miyagiyouht.npo-jp.net/

ＮＰＯ法人ミヤギユースセンター
【活動目的】
不登校となった中学生・高校生及び高校中退者の高校卒業または
高卒資格取得の支援活動と就職や進路で悩む若者の自立支援を目
的としています。
｢学習支援×社会適応力×キャリア×こころのケア｣ ＝「生き抜
く力を育む」を活動目標に「学習支援を主とした民間の通所型青
少年自立支援機関」として不登校、発達障がい、進路で悩んでい
る若者を学習と心の支援を通じ自立へ指導を行っています。

【活動内容】
10 時から 17 時の間の自由時間登校による個別学習指導
小中高不登校生の学習支援／高校中退者の高校卒業資格取得支援
大学及び専門への進学指導／就職支援／青少年の学び直し支援
無料教育相談／情報提供／セミナーや保護者勉強会の開催
＊名取市内からは、教育相談は年間 350 件のうち約 10％程度、学習支援等利用者は年間平均２名程度となっ
ています。
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主な活動日 必要に応じて 連絡先住所 〒981-1238
宮城県名取市愛島笠島字西台８　（今野）

主な活動場所 事務局等（市内外） 電話番号 022-382-1674　（今野）
設立時期 平成24年４月 FAX 022-382-1674
会員数 26人 Mail ―
代表者名 共同代表　佐々木　勝・今野　ゆう子 HP ―

名取の環境を守る会
【活動目的】
様々な目に見えない公害による生活環境の悪化から地域住民の健
康を守り、安心して暮らせる環境を次世代に継承していくための
諸活動を目的とする。

【活動内容】
・市に陳情
・電磁波や放射線問題の勉強会
・チラシ配布
・講演会

主な活動日 土・日・祝日 連絡先住所
主な活動場所 パナソニックグラウンド 電話番号 090-2889-5250（中野）
設立時期 昭和53年 FAX ―
会員数 34人 Mail ―
代表者名 中野　　静 HP ―

名取コンドルズ　スポーツ少年団
【活動目的】
次代を担う健全な“からだ”と“こころ”を持った青少年の育成。
野球を通じて、「礼儀」「思いやり」などと野球の楽しさや素晴ら
しさを伝える。

【活動内容】
野球の練習　試合　親子レクリェーション　芋煮会　餅つき
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主な活動日 毎月　第１水曜日　定例会 連絡先住所 〒981-1225
宮城県名取市飯野坂７丁目８-５

主な活動場所 名取市市民活動支援センター 電話番号 022-384-0823
設立時期 平成15年８月 FAX ―
会員数 24人 Mail ―
代表者名 布田　尚子 HP ―

名取昔ばなし語りの会
【活動目的】
民話には喜びや悲しみ、生きる知恵、工夫が織り込まれています。
それらを伝える事で、子供からお年寄りの皆さんまで、人生を豊
かに感じていただきたいと思い、また地域に伝わる民話を語る事
で、子供達に郷土愛というものを伝える手助けが出来ればと思っ
ています。

【活動内容】
⑴�マナビィ宅配便に登録して依頼先（学校関係・町内会・その他）
に出向いて語る
⑵重要文化財「旧中沢家」に語る
⑶施設等で語る（老人ホーム等）名取市内児童センター（10 か所）
⑷仮設住宅・市民大学講座（尚絅学院大学）等にて語る
⑸FMなとらじ・FMいわぬまで語る

主な活動日 月２回程度 連絡先住所
〒981-1225
宮城県名取市飯野坂４丁目５-19　事務局　
高橋篤

主な活動場所 市内公民館、市民活動支援センター等 電話番号 022-382-0096
設立時期 昭和42年７月 FAX 022-382-0096
会員数 139人 Mail atzzr1100@gmail.com
代表者名 橋浦　　寛 HP http://bsn1.info

日本ボーイスカウト宮城県連盟名取第一団
【活動目的】
ボーイスカウトの組織を通じ、青少年がその自発活動により、自
らの健康を築き、社会に奉仕できる能力と人生に役立つ技能を体
得し、かつ誠実、勇気、自信及び国際愛と人道主義を把握し実践
できるよう教育することをもって目的とする。

【活動内容】
⑴ビーバー隊　小学校１年～２年生　自然の中で様々な体験型学
習を通じてのびのびと活動しています。
⑵カブ隊　小学３年～５年生　仲間と一緒に、野外活動を中心に
様々な課題に挑戦しています。
⑶�ボーイ隊　小学６年～中学３年生　ボーイスカウトの中心の世
代です。野外活動を通じ高度な知識・技能を身につけます。活動は班での活動を中心に、自律的に行っ
ています。
⑷�ベンチャー隊　高校１年～３年生　自らニーズを探り出し、ＰＤＣＡの手法を実践し社会人としての必
要な知識を身に付けます。
⑸ローバー隊　奉仕活動、社会交流事業などに取り組むとともに、リーダーシップを養っています。
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主な活動日 土曜日、日曜日、祝日 連絡先住所 〒981-1231
宮城県名取市手倉田字八幡604-1102

主な活動場所 増田西小学校 電話番号 090-9422-6770
設立時期 ― FAX ―
会員数 20人 Mail ―
代表者名 菅野　吉則 HP ―

増田西小ロイヤルズ
【活動目的】
野球を通じて子どもの“からだ”と“こころ”の育成
また団体活動における礼儀や楽しさを教える事

【活動内容】
野球の練習 ･試合（活動場所は増田西小グラウンド）
春季大会・秋季大会（親子レクリエーション）
各スポーツ少年団との交流会
親の会会議、入団説明会等

主な活動日 毎月第４土曜日午後１時～３時 連絡先住所 〒981-1226
宮城県名取市植松３丁目５-50

主な活動場所 みやぎ生協名取西店 電話番号 022-382-3703
設立時期 平成21年３月 FAX 022-382-3703
会員数 16人 Mail ―
代表者名 金岡　律子 HP ―

方言を語り残そう会
【活動目的】
「方言は無形の先祖からの遺産」方言はその地方に古くから自然
な形で語り継がれた温かいぬくもりのある言葉です。長くふるさ
とを離れていても、耳にしたら誰しもがなつかしく、心が温かく
なる言葉です。生まれた土地や地域のすばらしさをいつまでも大
切に記録し、後世に語り残すことを目的として活動しています。

【活動内容】
（発行物）
⑴「名取方言かるた」作成　⑵大震災 5.7.5 句集「負げねっちゃ」
⑶詩集大震災を乗り越えて「生ぎるっちゃ」　⑷方言むかしばな
し「名取ざっと昔」（一）（二）

（ボランティア）
⑴美田園第１仮設集会所　⑵宮城県立がんセンター緩和ケア病棟
⑶館腰小学校、愛島小学校　⑷特養　愛の郷　
　民話・紙芝居 ･歌等
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主な活動日 ３月、４月、５月、11月 連絡先住所 〒981-1230
宮城県名取市愛の杜１丁目３-13

主な活動場所 閖上中学校、海岸 電話番号 022-397-8280
設立時期 昭和58年２月 FAX 022-384-6757
会員数 600人 Mail pinpon-f@docomo.ne.jp
代表者名 阿部　文男 HP ―

閖上青少年健全育成会連合会
【活動目的】
⑴青少年の対策（いじめ対策・非行対策）
⑵環境美化

【活動内容】
⑴小中学校での情報交換
⑵イオン、ゲームセンター内での防犯巡回パトロール
⑶花いっぱい、あいさつ運動
⑷各種催しへの参加（市民のつどい、研修会等）

主な活動日 シーズン毎１回（10時～13時） 連絡先住所
〒981-1232
宮城県名取市大手町４丁目18-２�メゾンヒロ
A-103

主な活動場所 閖上海岸 電話番号 090-7066-6014
設立時期 平成18年４月 FAX ―
会員数 名取市内11学校・団体 Mail n-ohashi@swan.ocn.ne.jp
代表者名 大橋　信彦 HP http://www.yuriagehama.com/

ゆりりん愛護会
【活動目的】
環境教育の一環として植林した「ゆりりん」（閖上海岸林の愛称）
の管理及び周辺の環境の整備などを行うと同時に、「地域の自然
を守り愛する心」、「地域に奉仕する心」を持つ子どもたちを育成
する。

【活動内容】
⑴「ゆりりん」の保育及び管理
⑵「森の教室」の開催、及び環境学習の支援
⑶　海岸林の整備、及び海岸の環境美化活動
⑷「地域交流会」の開催
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主な活動日 月に１回研修 連絡先住所 〒981-3102
宮城県仙台市泉区向陽台５丁目２-８

主な活動場所 名取市市民活動支援センター 電話番号 070-6620-3613
設立時期 平成22年４月 FAX 022-375-3226
会員数 60人 Mail ―
代表者名 木村　　渉 HP ―

 ニュー・ファーマーズ・カレッジ ネットワーク
【活動目的】
宮城農業大学校の就農研修生が農業を行う中、農業に関する思い
や課題を話し合い相談・協力しあう互助組織である。

【活動内容】
⑴会員の現況に関する情報収集と発信を行うこと
⑵会員相互の相談と支援に関すること
⑶就農及び営農の相互支援に関すること

主な活動日 不定期 連絡先住所 〒981-1246
宮城県名取市相互台３丁目18-５

主な活動場所 仙台市　名取市 電話番号 022-796-8091
設立時期 平成16年９月 FAX ―
会員数 支部会員12人 Mail tohoku@e-elder.jp
代表者名 武藤　正勝 HP http://www.e-elder.jp/tohoku/

 NPO法人イー・エルダー東北支部
【活動目的】
福祉、教育等の非営利活動団体やボランティア団体に対して、情
報システム技術に関する支援事業を行い、これらの団体の円滑な
活動と組織運営に寄与することを目的とする。

【活動内容】
⑴�リユース情報機器（主にパソコン）の受け入れ、再生、非営利
団体への寄贈
⑵情報機器の基本操作援助
⑶情報機器の利用技術に関する指導と運用システムの開発及び導
入
⑷ ITコンテンツ作成支援
⑸高齢者、障がい者等の情報発信活動に関する調査、助言、コンサルテーション及び研修
⑹ IT相談、パソコン使用の個人指導、各種講座の開催
⑺子供たちをネット犯罪から守るため、学校に出向き「e- ネット安心講座」を開催
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主な活動日 不定期 連絡先住所 〒981-1232
宮城県名取市大手町５丁目６-１（なとセン内）

主な活動場所 名取市市民活動支援センター 電話番号 022-738-8632
設立時期 平成26年３月 FAX 022-738-8632
会員数 10人 Mail offi��ce@ps-natori.org
代表者名 阿留多伎　眞人 HP http://ps-natori.org/

 NPO法人パートナーシップなとり
【活動目的】
私たちは、名取市の市民が個々の魅力と持てる力を発揮し、他者
を思いやり、生き生きと、心豊かに生活することを目指して活動
するNPOや市民活動団体、コミュニティ組織などの市民主体の
団体が、相互につながり、継続的に活動できるよう支援すること
で、地域を活性化し、住みよい名取市になっていくことを目的と
しています。

【活動内容】
◆多様な団体との交流・連携事業
◆市民活動団体等に対する支援事業
◆情報収集および提供事業
◆調査研究および資料等の発行事業
名取市の市民活動を支援するためには、まず地域の市民活動団体のニーズを把握しNPOや市民活動に関す
る情報を収集し広くより多くの市民に提供する。地域活動への意識向上を図り、まちづくりに関わる多様
な分野の市民活動団体や行政、地元企業などと連携を深める。

主な活動日 平日 連絡先住所 〒989-2432
宮城県岩沼市中央４-８-77

主な活動場所 県内各地 電話番号 080-3337-6490
設立時期 平成25年３月 FAX ―
会員数 25人 Mail offi��ce@chiseisha.org
代表者名 布田　　剛 HP http://chiseisha.org

認定NPO法人地星社
【活動目的】
社会をよりよくする活動を行っている人や組織を支援し、増やし
ていくことで、私たちひとりひとりが地域づくり・社会づくりに
かかわっていく社会を実現することを目的としています。

【活動内容】
・NPOなどを対象とした個別相談や、個別のプロジェクト支援
・市民公益活動に関する調査や情報提供
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が明 」という回答が多くなっていました。様々な活動を通

て市民活動についての知識が まるほど、団体の目 や

を明 に認識し、より い活動 とつながっていくように

われます(図 6)。 
「団体 営に利用する の 金 」では、「会費」が

31%と最も多く、「 成金」、「 」が いていました。名取

の市民活動が 金 みではなく、お いに支え合っている

ことを す 、 がま ま 少ないことも表しています

(図 7.) 
また、「 の活用」と「 金や 成金」との関係をみ

てみると、「 」、「 ン ン」、「 」を ってい

る団体では他の団体より「 金や 成金」を 得している

団体の が大きいことがわかります。また「 、

ンどちらも していない」団体は「 金や 成金」を

得していま でした。 とネット ー でつながれる

の利用は 金と 成金の 力を高めると考え

られます 図 。 
団体の種類別に市民活動をする上での課題をみると、「新

会員の 」はどの種類の団体にも 通の課題となっていま

す。また、 ・ 社団 人や任意団体ではどの 目にも

課題 と ている団体の が大きいことがわかります。

特に「 金」、「新 会員」「団体人数」が大きな課題となって

います。 方、 人ではどの課題に対しても、課題と

して認識する団体の は任意団体の 分前後でした。活動

実 や 営 を してから れることが多い

人ならではの認識ともいえると考えられます 図 。 
最後に、 の種類別に「生きがい 」を聞いたとこ 、2

団体 けが「 ない」としたものの他の団体ではすべて

「 る」という回答でした 図 10 。 
 

4.まとめ 
名取市では任意団体や 人など様々な団体が、「熱

意」「他者の幸福度」「人材解決･育成」「団結力」を しな

がら、活発に市民活動を行っていることがわかりました。市

民活動の課題としては、 金 得と会員 があ られま

す。 などの ンターネットをこれまで以上に活用するこ

とにより、 の 発 と 金 の支援の 得が可 に

なると考えられます。 代の 化を考えれ 、市民活動の

要 は すことはあっても ることはありま 。様々な分

野での市民活動を らに活発化にすることで、市民も育ち、

活発な活動 とつながっていくと考えられます。 
 
5.  
この調査を行うにあたって多くの方々に 力を きまし

た。中でも、アンケートに 力 いた団体や個人の方々に

く し上 ます。 
本 は尚絅学院大学の 業 文を 成したものです。  

 
図 6. 市民活動用語得点と団体ビジョンの有無 

図 7. 団体 営に利用する の 金  

 
図 . の利用と 金・ 成金の関係 

 
図 . 団体の種類別の活動の課題 

 
図 10. 市民活動の「生きがい 」 
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名取市の市民活動の実態と課題 
尚絅学院大学 総合人間科学部 生活環境学科 4 年 野田涼芽 

1.目的 
名取市は 100 を超える団体が市民活動支援センターの登録団体として活発に活動するなど、市民活

動の活発なまちの 1 つです。特に東日本大震災以降、被災地支援などを契機として、活発な活動が行

われてきました。しかし、様々な震災復興事業が進むことで、市民活動も新たな展開が求められるよ

うになっています。そこで、名取市の市民活動支援センターに登録している市民活動団体を対象に、

その活動実態や課題を把握し、代表的な役割の方々の意識を探ることで、これからの市民活動のあり

方を考察することにしました。 
 
2.アンケート調査 

名取市市民活動支援センターに登録している市民活動団体

を対象に、団体の実態、活動費、支援状況、活動上の課題、

活動のノウハウ、ネットのノウハウなどについて、2017 年

11 月に郵送によるアンケート調査を行いました。調査概要は

表 1 のとおりです。 
表 1.アンケート調査の概要 

 
3.結果と考察 
(1)団体の概要 
「登録団体の種類」では任意団体が 63%と最も多く(図

1)、「登録団体の活動分野」では「保険・医療・福祉」、「学

術・文化・芸術・スポーツ」、「まちづくり」、「子どもの健全

育成」の 4 分野で 73%を占めていました(図 2)。 
アンケート調査から、「会員数」は「51 人以上」31%、「11

人～20 人」32%でしたが、町内会では「51 人以上」という

回答が多く、任意団体で「11 人～20 人」という回答が多く

なっていました(図 3)。 
「ミーティングの頻度」では名取市の市民活動団体の約 7

割以上が月に 1 回はミーティング行い、合意形成などを行っ

ていました。中には月に 16 回以上ミーティングを行っている

という団体もあり、名取市では市民活動団体が活発に活動し

ているということが伺えます(図 4)。 
市民活動をする人が最も大切にすべきことについては「熱

意」「他者の幸福度」「人材解決･育成」「団結力」の順で多

く、「自身の幸福度」や「お金」は 10%前後で少なかったで

す。市民活動が営利でも自己目的でもなく、社会的課題を通

して他者の幸福を追求する精神が浸透していることがわかり

ます (図 5)。          
「市民活動用語認知度」として市民活動に関連する 15 個の

用語を対象に「知らない」1 点、「聞いたことがある」2 点、

「意味を説明できる」3 点で点数化してみました。平均は

31.0 点で最高は 45 点(満点)でした。この「市民活動用語認知

度」を得点順に４グループに分けて「団体のビジョンの有

無」との関係をみると、認知度が高いほど、「団体のビジョン

配布先 調査期間 配布回収方法 配布数 回収数 回収率 

名取市市民活動支援 

センター登録団体 

2018 年 

11 月 

郵送による 

配布･回収 
99 票 40 票 40% 

 
図 1. なとセン登録の市民活動団体の種類 

 
図 2. なとセン登録の市民活動団体の活動分野 

 
図 3. 市民活動団体の種類別正会員数 

 
図 4. 市民活動団体のミーティングの頻度(回/月) 

 
図 5. 活動で大切にすべきこと(複数可) 
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が明 」という回答が多くなっていました。様々な活動を通

て市民活動についての知識が まるほど、団体の目 や

を明 に認識し、より い活動 とつながっていくように

われます(図 6)。 
「団体 営に利用する の 金 」では、「会費」が

31%と最も多く、「 成金」、「 」が いていました。名取

の市民活動が 金 みではなく、お いに支え合っている

ことを す 、 がま ま 少ないことも表しています

(図 7.) 
また、「 の活用」と「 金や 成金」との関係をみ

てみると、「 」、「 ン ン」、「 」を ってい

る団体では他の団体より「 金や 成金」を 得している

団体の が大きいことがわかります。また「 、

ンどちらも していない」団体は「 金や 成金」を

得していま でした。 とネット ー でつながれる

の利用は 金と 成金の 力を高めると考え

られます 図 。 
団体の種類別に市民活動をする上での課題をみると、「新

会員の 」はどの種類の団体にも 通の課題となっていま

す。また、 ・ 社団 人や任意団体ではどの 目にも

課題 と ている団体の が大きいことがわかります。

特に「 金」、「新 会員」「団体人数」が大きな課題となって

います。 方、 人ではどの課題に対しても、課題と

して認識する団体の は任意団体の 分前後でした。活動

実 や 営 を してから れることが多い

人ならではの認識ともいえると考えられます 図 。 
最後に、 の種類別に「生きがい 」を聞いたとこ 、2

団体 けが「 ない」としたものの他の団体ではすべて

「 る」という回答でした 図 10 。 
 

4.まとめ 
名取市では任意団体や 人など様々な団体が、「熱

意」「他者の幸福度」「人材解決･育成」「団結力」を しな

がら、活発に市民活動を行っていることがわかりました。市

民活動の課題としては、 金 得と会員 があ られま

す。 などの ンターネットをこれまで以上に活用するこ

とにより、 の 発 と 金 の支援の 得が可 に

なると考えられます。 代の 化を考えれ 、市民活動の

要 は すことはあっても ることはありま 。様々な分

野での市民活動を らに活発化にすることで、市民も育ち、

活発な活動 とつながっていくと考えられます。 
 
5.  
この調査を行うにあたって多くの方々に 力を きまし

た。中でも、アンケートに 力 いた団体や個人の方々に

く し上 ます。 
本 は尚絅学院大学の 業 文を 成したものです。  

 
図 6. 市民活動用語得点と団体ビジョンの有無 

図 7. 団体 営に利用する の 金  

 
図 . の利用と 金・ 成金の関係 

 
図 . 団体の種類別の活動の課題 

 
図 10. 市民活動の「生きがい 」 
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名取市の市民活動の実態と課題 
尚絅学院大学 総合人間科学部 生活環境学科 4 年 野田涼芽 

1.目的 
名取市は 100 を超える団体が市民活動支援センターの登録団体として活発に活動するなど、市民活

動の活発なまちの 1 つです。特に東日本大震災以降、被災地支援などを契機として、活発な活動が行

われてきました。しかし、様々な震災復興事業が進むことで、市民活動も新たな展開が求められるよ

うになっています。そこで、名取市の市民活動支援センターに登録している市民活動団体を対象に、

その活動実態や課題を把握し、代表的な役割の方々の意識を探ることで、これからの市民活動のあり

方を考察することにしました。 
 
2.アンケート調査 

名取市市民活動支援センターに登録している市民活動団体

を対象に、団体の実態、活動費、支援状況、活動上の課題、

活動のノウハウ、ネットのノウハウなどについて、2017 年

11 月に郵送によるアンケート調査を行いました。調査概要は

表 1 のとおりです。 
表 1.アンケート調査の概要 

 
3.結果と考察 
(1)団体の概要 
「登録団体の種類」では任意団体が 63%と最も多く(図

1)、「登録団体の活動分野」では「保険・医療・福祉」、「学

術・文化・芸術・スポーツ」、「まちづくり」、「子どもの健全

育成」の 4 分野で 73%を占めていました(図 2)。 
アンケート調査から、「会員数」は「51 人以上」31%、「11

人～20 人」32%でしたが、町内会では「51 人以上」という

回答が多く、任意団体で「11 人～20 人」という回答が多く

なっていました(図 3)。 
「ミーティングの頻度」では名取市の市民活動団体の約 7

割以上が月に 1 回はミーティング行い、合意形成などを行っ

ていました。中には月に 16 回以上ミーティングを行っている

という団体もあり、名取市では市民活動団体が活発に活動し

ているということが伺えます(図 4)。 
市民活動をする人が最も大切にすべきことについては「熱

意」「他者の幸福度」「人材解決･育成」「団結力」の順で多

く、「自身の幸福度」や「お金」は 10%前後で少なかったで

す。市民活動が営利でも自己目的でもなく、社会的課題を通

して他者の幸福を追求する精神が浸透していることがわかり

ます (図 5)。          
「市民活動用語認知度」として市民活動に関連する 15 個の

用語を対象に「知らない」1 点、「聞いたことがある」2 点、

「意味を説明できる」3 点で点数化してみました。平均は

31.0 点で最高は 45 点(満点)でした。この「市民活動用語認知

度」を得点順に４グループに分けて「団体のビジョンの有

無」との関係をみると、認知度が高いほど、「団体のビジョン

配布先 調査期間 配布回収方法 配布数 回収数 回収率 

名取市市民活動支援 

センター登録団体 

2018 年 

11 月 

郵送による 

配布･回収 
99 票 40 票 40% 

 
図 1. なとセン登録の市民活動団体の種類 

 
図 2. なとセン登録の市民活動団体の活動分野 

 
図 3. 市民活動団体の種類別正会員数 

 
図 4. 市民活動団体のミーティングの頻度(回/月) 

 
図 5. 活動で大切にすべきこと(複数可) 
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索　引
団　体　名 種　別　 分　野 掲載ページ

あぶくま青年会議所 一般社団法人 まちづくり 16
アンソレイユ NPO法人 保健・医療・福祉 4
イー・エルダー東北支部 NPO法人 情報化社会 43
AA宮城はまなすグループ 任意団体 保健・医療・福祉 3
おはなしキラキラの会 任意団体 社会教育 13
かんたんウクレレサークル 任意団体 まちづくり 18
キラキラパルク増田西 任意団体 環境保全 31
国際交流協会ともだちｉｎ名取 任意団体 国際協力 36
子育て応援団ゆうわ NPO法人 子どもの健全育成 37
子育て支援　ＡＲＩママネット 任意団体 保健・医療・福祉 7
篠笛サークル�風 任意団体 学術・文化・芸術・スポーツ 22
十三塚みどりの会 任意団体 環境保全 31
生涯学習実践塾 NPO法人 まちづくり 18
「障害者」の交通問題を考える会 任意団体 まちづくり 19
尚絅学院大学エクステンションセンター 任意団体 学術・文化・芸術・スポーツ 23
新日本婦人の会　名取支部 任意団体 人権・平和 34
翠和会 任意団体 環境保全 32
生活応援倶楽部からーず 一般社団法人 保健・医療・福祉 3
仙台傾聴の会 NPO法人 保健・医療・福祉 4
仙台傾聴の会　名取支部 NPO法人 保健・医療・福祉 5
仙台人権擁護委員協議会　名取会 任意団体 人権・平和 34
相談支援センター　名取ありのまま舎 社会福祉法人 保健・医療・福祉 7
太極拳で介護を予防する会　はなもも 任意団体 保健・医療・福祉 8
地球のステージ 認定NPO法人 国際協力 36
地星社 認定NPO法人 連絡・助言・援助 44
陳氏伝統太極拳宮城 任意団体 社会教育 13
手倉田枡取り舞保存会 任意団体 子どもの健全育成 38
ドリーム・ゲート NPO法人 保健・医療・福祉 5
なとり「いにしえ」を語る会 任意団体 学術・文化・芸術・スポーツ 23
名取おもちゃ図書館ドロップス 任意団体 保健・医療・福祉 9
名取元気コミュニティ応援団 任意団体 まちづくり 19
名取交流センター 任意団体 災害救援 32
名取こどもミュージカル実行委員会 任意団体 学術・文化・芸術・スポーツ 24
名取古文書学習会 任意団体 学術・文化・芸術・スポーツ 24
名取コンドルズ　スポーツ少年団 任意団体 子どもの健全育成 39
名取市郷土史研究会 任意団体 学術・文化・芸術・スポーツ 25
名取市更生保護女性会 任意団体 人権・平和 35
名取市交通安全�母の会 任意団体 地域安全 33
名取市ソフトボール協会 任意団体 学術・文化・芸術・スポーツ 25
名取市体育協会 NPO法人 学術・文化・芸術・スポーツ 22
名取市卓球協会 任意団体 学術・文化・芸術・スポーツ 26
名取市手をつなぐ育成会 任意団体 保健・医療・福祉 9
名取シニア劇団あっぺとっぺ 任意団体 学術・文化・芸術・スポーツ 26
名取市文化協会 任意団体 学術・文化・芸術・スポーツ 27
名取市放送部 任意団体 まちづくり 20
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団　体　名 種　別　 分　野 掲載ページ
名取市ボランティア連絡会�増田西支部 任意団体 保健・医療・福祉 10
名取市雷神会 任意団体 保健・医療・福祉 10
名取の環境を守る会 任意団体 子どもの健全育成 39
名取ハマボウフウの会 NPO法人 環境保全 30
なとりハワイアン・フラ 任意団体 学術・文化・芸術・スポーツ 27
名取昔ばなし語りの会 任意団体 子どもの健全育成 40
名取メンタルヘルス協会 NPO法人 保健・医療・福祉 6
名取リーディングクラブ 任意団体 社会教育 14
日本ボーイスカウト宮城県連盟名取第一団 任意団体 子どもの健全育成 40
日本笑い学会　東北支部 任意団体 保健・医療・福祉 11
ニュー・ファーマーズ・カレッジ　ネットワーク 任意団体 職業能力・雇用機会 43
脳キラッとなとりの会 任意団体 社会教育 14
パートナーシップなとり NPO法人 連絡・助言・援助 44
東日本カウンセリングセンター NPO法人 保健・医療・福祉 6
東日本大震災名取市閖上訴訟を支援する会 任意団体 災害救援 33
二つの名取を結ぶ会 任意団体 学術・文化・芸術・スポーツ 28
フラ・フレーゼ名取 任意団体 学術・文化・芸術・スポーツ 28
ふらむ名取 一般社団法人 まちづくり 17
プレーワーカーズ 一般社団法人 子どもの健全育成 37
方言を語り残そう会 任意団体 子どもの健全育成 41
防災教育の市民団体「ゆりあげかもめ」 任意団体 社会教育 15
ボディジャンプ 一般社団法人 学術・文化・芸術・スポーツ 21
増田西小ロイヤルズ 任意団体 子どもの健全育成 41
増田フットボールクラブ 任意団体 学術・文化・芸術・スポーツ 29
みのり会 社会福祉法人 保健・医療・福祉 8
みやぎ化学物質過敏症・アレルギーの会～ぴゅあぃ～ 任意団体 保健・医療・福祉 11
宮城県年金協会名取地区会 任意団体 人権・平和 35
宮城根っこの会 任意団体 保健・医療・福祉 12
ミヤギユースセンター NPO法人 子どもの健全育成 38
みやぎ連携復興センター 一般社団法人 まちづくり 17
雅ぶ太極拳同好会 任意団体 保健・医療・福祉 12
結の会 任意団体 学術・文化・芸術・スポーツ 29
愛島バドミントンクラブ 任意団体 学術・文化・芸術・スポーツ 30
ももちゃんの会 任意団体 まちづくり 20
閖上青少年健全育成会連合会 任意団体 子どもの健全育成 42
閖上震災を伝える会 任意団体 社会教育 15
閖上復興だより 任意団体 まちづくり 21
ゆりりん愛護会 任意団体 子どもの健全育成 42
リバイブ名取２１ 任意団体 社会教育 16
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 名取市市民活動支援センター
　通称『なとセン』は、名取市が条例に基づき設置した「営利を目的とせずに、社会のため、みんなの

ためになることに、自ら取り組んでいる、または取り組もうとしている市民や団体」のための施設です。

活動をする場の提供のほか、印刷機やコピー機などの事務機を備え、団体の活動のお手伝いをしていま

す。また、会議室の貸し出しのほか団体活動チラシ、ポスター等の配架や助成金などの情報収集もでき

ます。※施設（印刷・作業室利用も含む）をご利用いただく際には、施設利用の要件に該当するかどう

かについて確認をさせていただきます。

開館時間
月曜日～土曜日（火曜日を除く）午前９時３０分～午後９時３０分
日曜日及び国民の祝日　午前９時３０分～午後５時３０分
休館日　毎週火曜日、１２月２９日～１月３日

名取市市民活動支援センター
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-mail：npo@natori-npocenter.or.jp
HP：http://www.natori-npocenter.or.jp
Blog：http://blog.canpan.info/natori

名取市市民活動支援センター
キャラクター
「エヌポ」



■法人紹介　特定非営利活動法人パートナーシップなとり
私たちは、名取市の市民が個々の魅力と持てる力を発揮し、他者を思いやり、生き生きと、
心豊かに生活することを目指して活動するNPOや市民活動団体、コミュニティ組織など
の市民主体の団体が、相互につながり、継続的に活動できるよう支援することで、地域
を活性化し、住みよい名取市になっていくことを目的として設立した特定非営利活動法人
の中間支援組織です。

・会員募集
パートナーシップなとりの活動に賛同し、支援してくださる賛助会員を募集します。
正 会 員（個人・団体） 年会費　１口5,000 円
賛助会員（団体） 年会費　１口5,000 円
賛助会員（個人） 年会費　１口3,000 円

・寄　　付
皆様からのご寄付が中間支援組織としての活動を支えています。頂きました寄付は、名
取市で活動する市民活動団体やNPO団体の支援に使わせていただきます。
～賛助会員・寄付　受付口座～
銀 行 名 仙台銀行名取支店
口座番号 0012984　普通
名 義 人 理事　阿留多伎眞人

特定非営利活動法人パートナーシップなとり

〒 981-1232　名取市大手町５丁目６- １　
TEL・FAX　022-738-8632
Mail：office@Ps-natori.org　URL：�http://Ps-natori.org/
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