平成 31 年 4 月 1 日
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「伝書ぱと」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. 名取市との協働事業
2. 事務局を担った、なとセンわくわくフェスタ
3. なとセン×なとらじ×尚絅学院大学ＳＢＣ
4. モニタリング
5. WEB 版名取で輝く市民活動団体一覧
◆平成

30 年度名取市協働提案事業◆

◆なとセンわくわくフェスタ◆

市民活動行動指針策定委員会

わくわくフェスタ実行委員会事務局

名取市市民活動行動指針完成
「市民参加による市民活動行動指針策定事業
報告書～名取市市民活動行動指針 2019 ～
好きなことを好きな人と好きな時にはじめよう
使命感に基づく行動へ発
展していきましょう」が
完成しました。
本事業を行うにあたっ
て、策定委員の皆様、フォ
ーラムのパネラーの方々
など実に多くの方々のご
協力とご鞭撻を頂きまし
た。この場を借りて厚く
御礼申し上げます。

11 月 25 日に西松建設まちづくり基金の助成
を受けて、なとせんわくわくフェスタを行いま
した。今年はいつもの企画に加えて、一般社団法
人プレーワーカーズによる冒険あそび場が名取
市市民活動支援センター東側の手倉田公園に出
現するなど、新たな企画で盛り上がりました。
今回も当法人が
事務局を担いま
したが、企業さ
んからのご協賛
もあったので、
赤字にならずに
終了することが
できました。
冒険遊び場 in 手倉田公園

◆つながる市民活動◆

◆モニタリング実施◆

なとセン×なとらじ×尚絅学院大学ＳＢＣ

名取市市民活動支援センター指定管理
平成 30 年度名取市市民活動支援センターの
モニタリング実地調査が平成 31 年 2 月 14 日に
行われました。
名取市男女共同・市民参画推進室の調査内容
は、管理運営体制、施設等の維持管理等、安全
対策、個人情報保護、連絡調整、法令等の遵守
や指定事業及び自主事業の実施状況、利用者の
満足度向上への取り組みや苦情要望等の把握状
況、収支状況などです。先に提出していたモニ
タリングチェックリストをみながらセンター内
外の実際の様子や各種書類、職員からの聞き取
りなどで実施状況を詳細に確認されました。
4 月以降には評価（S・A・B・C）が公表され
ます。

なとらじ新コーナー始めました。
「尚絅 SBC の 教えて！
私たちが知らない社会の姿」
尚絅学院大学放送団体ＳＢＣとのコラボ企画
として２月より、学生目線から市民活動を学ん
でいく番組を開始しました。若い世代の人にも
市民活動に興味を持ってもらえるような番組に
なるよう工夫
していきたい
と
思っています。
毎月最終月曜
日 14:30 から
10 分間の放送
です。ぜひお
聞き下さい。
番組収録の様子
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平成 3１年４月 1 日
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市民活動パネルパワーアップ
WEB 版名取で輝く市民活動団体一覧

平成 30 年度下半期 PSN 活動の記録
2018.10～2019.3
【理事会】10/22､11/18､12/19､1/27､2/24、3/24
【協働提案事業市民活動行動指針策定委員会】
10/28､11/17､12/15､1/26､2/23､3/30
【市民活動紹介イベント(イオンモール名取)】
10/19､11/16､12/21､1/18
【名取市市民活動支援センター月次報告会】
10/25､11/29､12/26､1/23､3/20

市民活動支援センターの登録団体には、
団体
の活動を紹介するパネルを作成してもらって
います。
そのパネルをイオンモール名取つばさ
のひろばや名取秋まつり、
名取駅東西自由通路
等に展示し、
登録団体の活動が広く市民の皆さ
んの目に触れるようにＰＲを図りました。ま
た、
パネルには平成２９年度に名取市の協働提
活
動
内
容
案事業で作成した
「名取で輝く市民活動団体一 月／日
10/1 伝書ぱと vol.2 発行
覧」のＷＥＢ版へ繋がるＱＲコードを表示し、
10/3 わくわくフェスタ実行委員会参加
団体の詳細を見てもらうことができるように 10/28 第 4 回名取市市民活動フォーラム
しました。これからも、団体の活動が一層活発
11/1 NPO 法 20 周年記念フォーラム in 東北参加
になるよう、
新たな展示場所やＰＲ方法等につ
11/3 ふるさと名取秋まつり出展参加
いて模索していきたいと考えています。
11/6 宮城県プロボノ事業「ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ育成研修」参加
11/12
11/16
～11/30
市民活動団体紹介冊
11/21
子 WEB 版ご覧にな 11/25
れます
11/27
12/1
～12/15
12/4
12/21
1/25
1/26
1/28
1/31
2/5
2/5
2/18
3/3

なとらじ出演（わくわくフェスタ実行委員会）
わくわくフェスタ 2018 広報事業
名取駅東西自由通路でのパネル展示実施
第六次長期総合計画市民懇談会出席
わくわくフェスタ参加
名取市総合振興計画審議会出席
名取市の市民活動団体紹介事業
名取駅東西自由通路でのパネル展示実施
宮城県プロボノ事業「ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ育成研修」参加
第六次長期総合計画市民懇談会出席
第六次長期総合計画市民懇談会出席
平成 30 年度みやぎ NPO フォーラム参加
わくわくフェスタ実行委員会参加
宮城県ﾌﾟﾛﾎﾞﾉ事業「1 日ﾌﾟﾛﾎﾞﾉ」ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ出席
名取市生涯学習振興計画策定委員会出席
決算法人説明会・消費税軽減税率制度説明会参加
第六次長期総合計画市民懇談会出席
西松建設まちづくり基金第 5 期まちづくり助成事
業ならびになとりこどもファンド 2018 報告会出席
3/30 第 10 回市民活動行動指針策定員会開催

名取駅東西自由通路でのパネル展示

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
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阿留多伎 眞人（アルタキ マコト）

