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平成 30 年 3 月 15 日 .  

 

 
  
「伝書ぱと」創刊号を発行  
パートナーシップの活動を伝える新聞ということ

で、伝+書+ぱ+とから「伝書ぱと」という名前を思

いつきました。本物の伝書鳩のように皆様に届きま

すように。 

1.名取市市民活動支援センターの管理運営 

2.名取市との協働事業 

3.事務局を担ったなとセンわくわくフェスタ 

などの様子や結果を報告します。 

◆◆◆平成 29年度 名取市協働提案事業◆◆◆ 

市民活動団体紹介冊子が完成しました 

 
完成した冊子 

当法人の今年度の主要な取り

組みの一つである名取市市民活

動団体紹介冊子が完成しまし

た。この冊子の制作事業は平成

29 年度名取市市民協働提案事業

の一つとして昨年 9 月に採択 

された事業で、なとセンに登録

している市民活動団体の名称や

活動内容、活動日、連絡先など

を 1 冊の冊子にまとめること

で、市民活動を広くＰＲすると

ともに、名取市民が市民活動に

参加したり、市民活動団体同士

での交流が深まることを目的と

しています。 

巻頭には名取市長山田様から

のメッセージを頂きました。掲

載したのは同意を頂いた 84 団

体で、ほとんどの団体が写真付

きです。巻末には市民団体アン

ケートの調査結果も載せており

ます。各団体の紹介は名取市民

活動事典としてネットでもご覧 

頂けます。 

 

QR ｺｰﾄﾞ→ 

 

URLはこちら

http://www.pikaboard.com/shim

in2017/ 

【表紙秘話】小冊子の表紙写真

をコンペで決めようということ

になり、尚絅学院大学写真部に

打診したところ快諾して頂き、1

月 7 日に撮影会を行いました。

採用されたのは尚絅学院大学写

真部の浅野美海さんの作品で

す。完成した小冊子と応募作品

の一部を 3 月 16 日と 3 月 23 日

にイオンモール名取のつばさの

広場に展示しております。 

◆◆◆なとセンわくわくフェスタ 2017報告◆◆◆ 
平成 29年 11 月 19日  主催：なとセンわくわくフェスタ実行委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大会議室の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業の展示パネル 

なとセンわくわくフェスタ

2017 が 11 月 19 日に行われま

した。今回も西松建設まちづく

り基金第Ⅳ期の助成を受けるこ

とができました。 

これまでの団体紹介ブース、

パネル展示、活動発表、喫茶コ

ーナー、屋内冒険遊び場、名取

いろいろ市場、スタンプラリ

ー、カレーパン配布などの企画

に加えて、今回は名取市内の 5

つの企業様の地域貢献活動の紹

介パネルの展示や協賛品の配

布、来場者プレゼントを行い 

ました。 

当日は、昨年より 70 人も多

い約 230 人の参加があり、市民

活動のＰＲを果たせたと考えて

います。企画や運営にご参加頂

いた皆様、ありがとうございま

した。 

西松建設まちづくり基金第Ⅳ

期の報告会が 3 月 3 日にサッポ

ロビールゲストホールであり、

事務局を仰せつかったパートナ

ーシップなとりが、助成を受け

た他の団体とともに報告をして

きました。 
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平成 30 年 3 月 15 日 .  

平成 30年度  

名取市協働提案事業に採択 
 

 

平成 29年度 PSN活動の記録 
2017.4～2018.3 

【理事会】4/20､6/21､7/26､8/21､9/25､10/20､

11/22、12/24､1/27､2/25､2/25､3/22(予定) 

【市民活動紹介イベント(イオンモール名取)】4/21､

5/19､6/12､7/21､8/18､9/15､10/20､11/17､12/15､

1/19､2/16､3/16(予定) 

【名取市市民活動支援センター月次報告会】4/24､

5/25､6/22､7/31､8/28､9/28､11/29､12/25､1/31､

3/22(予定) 
月／日 内  容 

5/17 わくわくフェスタ実行委員会参加 

5/25 市民活動講座「協働提案・助成金等申請書作成のポイン

ト」講師 

5/26 総会 

6/11 杜の伝言板ゆるる創立 20周年記念参加 

6/14 NPO支援センター研修参加 

6/24 わくわくフェスタ実行委員会参加 

7/27 ハジマル・フクラムプロジェクト出席 

9/2 助成金シンポジウム inみやぎ 参加 

9/2 わくわくフェスタ実行委員会参加 

9/16 共生社会づくりシンポジウム in宮城参加 

10/14 わくわくフェスタ実行委員会参加 

10/29 なとセン市民活動フォーラム参加 

11/3 2017ふるさと名取秋まつり出展 

11/11 わくわくフェスタ実行委員会参加 

11/13 なとらじ出演（わくわくフェスタ実行委員会） 

11/19 なとセンわくわくフェスタ参加 

11/25 NPOで働く人たちのための大交流会参加 

12/12 市民活動支援センタースタッフ研修 

1/7 名取市協働提案事業「名取で輝く市民活動団体一覧」発行 

表紙写真コンペ実施 

1/20 なとり市民のつどい参加  

1/21 公民館の将来像を考える市民ワークショップ《2》参加  

3/3 西松建設まちづくり基金第Ⅳ期報告会で報告 

3/15 名取市協働提案事業「名取で輝く市民活動団体一覧」発行  

3/16 

23 

「名取で輝く市民活動団体一覧」発行記念イベント 

市民参加による市民活動指針の策定 
～ 名取市との共催で実施 ～ 

昨年 10 月に平成 30 年度の名取市協働提案

事業の審査会があり、当法人から「市民参加

による市民活動指針の策定」の提案について

プレゼンテーションをしてきました。同日に

行われた審査の結果、名取市との共催という

ことで採択されました。 

名取市は平成 18 年と平成 29 年に市民活動

のあり方や行政の役割などをまとめた「名取

市市民活動促進指針」を策定し、名取市市民

活動支援センター（なとセン）の設置や協働

提案事業などの施策を行ってきました。一方、

市民の自発的、組織的な非営利活動である市

民活動の理念や指針を自分達の手で主体的に

つくることで市民活動を一層活性化すると考

えられます。 

そこで平成 30 年度は、なとセンの登録団

体を中心に「市民活動指針づくり委員会」を

組織し、市民活動の市民活動による市民活動

のための指針を名取市との共催によって策定

することにしたものです。 

名取市民が市民活動に積極的に取り組み、そ

の成果を市民全体が享受できるようにするた

めの理念や方策をワークショップ方式で考え

ていきたいと予定しております。積極的なご

参加をお願い致します。 

NPO法人パートナーシップなとりのご案内 

【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に支援することで、

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。 

【事業】 

・多様な団体との交流・連携の促進事業 

・市民活動団体に対する支援事業 

・情報収集及び提供事業 

・調査研究および資料等の発行事業 

【設立日】 

・任意団体：平成 25 年 12 月 23 日 

・NPO 法人認証：平成 26 年 3 月 31 日 

【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

さる正会員、賛助会員を募集します。 

・正会員（個人・団体） 年会費 一口 5,000 円 

・賛助会員（団体）   年会費 一口 5,000 円 

・賛助会員（個人）   年会費 一口 3,000 円 

【寄付】 

皆様からの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団体や

NPO 法人の支援に使わせて頂きます。 

 

【銀行口座】 

・銀行名：仙台銀行名取支店 

・口座番号：普通 0012984 

・名義人：特定非営利活動法人パートナーシップなとり 

理事 阿留多伎 眞人（アルタキ マコト） 


