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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. 企業と連携！！市民活動講座
2. 行政への意見発信
3. 愛島公民館市民活動講座開催
4. なとセン支援体制の安定化に向けて
5. 市民活動フォーラム・わくわくフェスタ開催

◆行政への意見発信◆

◆企業と連携！！市民活動講座◆

理事

各種委員会への参加！！

人に物事を伝
えるための効果
的な写真撮影方
法を専門家から
聞き、実際に撮
影した写真を講
評してもらうこ
とで、視覚に訴
える情報発信力を高めることを目的とした「写
真撮影講座」を、7 月 4 日(木)、18 日(木)の 2 回
にわたり、株式会社ニコン、株式会社仙台ニコ
ン、デジカメボランティア会の協力で開催し、
16 名が参加しました。
今後も企業のノウハウを市民活動に生かす連
携事業に、引き続き取り組んでまいります。

名取市では令和２年から令和１２年までを計
画期間とする第六次長期総合計画の策定に取り
組んでいます。計画に関する調査及び審議を行
う名取市総合振興計画審議会委員には阿留多伎
眞人代表理事が、計画が市民の意見を反映した
身近なものとなるように設置された第六次長期
総合計画策定に係る市民懇談会委員には木村ひ
ろ子理事が委嘱され、市民活動団体として、また
一市民としてまちづくりや教育・文化などの幅
広い視点から名取の将来像について多く質問や
意見、提言をしています。
その他、法人では名取市文化振興懇話会委員
に洞口のり子副代表理事、名取市生涯学習振興
計画策定員会委員、名取市行政改革推進委員に
木村ひろ子理事が委嘱されています。

◆愛島公民館で市民活動展開催◆

◆なとセン支援体制の充実に向けて◆

平成 30 年度名取市市民協働提案・共催事業で
作成した「名取市市民活動行動指針 2019」の啓
発を目的とし、9 月 18 日に愛島公民館において
「出張！市民活動展」を開催しました。市民活
動とは何か、名取市での市民活動の歴史、など
のパネルを作成し、市民活動の理解を促進しま
した。今後も展示内容に改善を加えながら、市
内公民館で
の市民活動
の周知を行
っていく予
定です。

2018 年（平成 30 年）6 月 29 日に「働き方
改革関連法」が成立し、労働基準法をはじめと
する働き方改革に関係する各種労働関係法令の
ルールが改正されました。2019 年（平成 31
年）4 月 1 日より、順次、施行されています。
当法人では、働き方改革以前から、働きやす
い職場づくりに取り組んでいます。
具体的には平成 29 年には、夏季休暇、時間
休制度の導入、平成 30 年、令和元年には、職
務手当、遅番手当支給による処遇改善、職員増
員による年次有給休暇の取得しやすい環境づく
りなどがあげられます。
安定した職場環境をもとになとセン支援体制
のさらなる充実を図ってまいります。
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平成 31 年度上半期 PSN 活動の記録

市民活動フォーラム・
なとセンわくわくフェスタ開催

2019.4～2019.9
【理事会】4/21､5/19､6/22､7/15､8/18､9/22
【市民活動紹介イベント(イオンモール名取)】
6/28､7/26､8/23､9/27
【名取市市民活動支援センター月次報告会】
4/24､5/27､6/27､7/31､8/29､9/27
月／日
活
動
内
容

パネルディスカッション
「専門性を生かす連携の在り方について」
令和元年度の市民活動フ
ォーラムでは、名取市と市
民活動団体で作成した「市
民活動行動指針」を紹介す
るとともに、市民活動への
取り組み方や連携の効果な
どについて、既に行政や企
業と連携し活動している２
団体のお話を聞き、今後の
連携の在り方を考えていき
ます。

4/12 第１回名取市行政改革推進会議参加
4/13 名取春まつり参加
5/28 平成 30 年度協働提案事業報告会傍聴
5/24 第 2 回名取市総合振興計画審議会
5/26 総会
5/29 真如苑みやぎ居場所づくり助成審査会審
査員参加
6/2 わくわくフェスタ実行委員会参加
6/9 みちのく潮風トレイル全線開通記念式
典・シンポジウム及び交流会参加
6/9 NPO いちから塾

**********************************************
｢なとセンわくわくフェスタ開催｣

研修参加

6/18 「常時 SSL」
「SEO 対策」セミナー参加

11 月 10 日（日）わくわくフェスタ 2019 開催が決
まりました。実行委員会形式で毎年、開催しています。
今年も市民の皆様に市民活動を知って頂く機会とし
て、また、日頃のご理解とご協力を頂いている感謝を
こめて開催します。
開催にあたり、西松建設株式会社様、みやぎ生活協
同組合様、株式会社仙台ニコン様、パナソニック株式
会社様、イオンモール名取様など地元企業の皆様にも
ご協力いただいております。

7/7 2019 なとりこどもファンド公開審査会
傍聴
7/12 第 2 回名取市行政改革推進会議出席
7/12 職員研修

RISO 印刷機の基本操作開催

8/9 わくわくフェスタ実行委員会参加
8/9 普通救命講習会参加
8/21 第 2 回名取市生涯学習振興計画策定委員
会出席
8/28 市民活動展開催（なとセン情報交流室）
9/6 わくわくフェスタ実行委員会参加
9/18 出張！市民活動展開催（愛島公民館）

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
代表理事 阿留多伎 眞人（アルタキ マコト）
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