
※市民活動サポートセンターには、駐車場・駐輪場はございません。
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●地下鉄南北線「広瀬通駅」西5番出口すぐ

●地下鉄東西線「青葉通一番町駅」北1番出口徒歩6分
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「電力ビル前」徒歩3分／「広瀬通駅」徒歩5分

●JR「仙台駅」西口から徒歩15分

仙台市市民活動サポートセンター

〒980-0811  宮城県仙台市青葉区一番町四丁目1-3
TEL：022-212-3010  FAX：022-268-4042  HP：http://sapo-sen.jp/
開館時間：月–土 9:00–22:00／日・祝 9:00–18:00
休館日：第2・第4水曜日（祝日の場合は翌日の木曜日）

「自分たちの住む街や社会を、もっと良くしたい」。

そんな市民の自発的な活動を応援しています。

仙台市市民活動サポートセンター（サポセン）は、さまざまな分野の市民活動や

ボランティア活動の支援施設です。市民活動をされている方、

市民活動に興味のある方など幅広くご利用いただけます。

また、まちづくりの担い手である多様な主体が連携・交流する機会を提供し、

協働によるまちづくりを推進します。

お申込み開始日：2018年2月6日（火）9:00スタート
お申込みフォーム：www.sapo-sen.jp/event/4863
仙台市市民活動サポートセンターホームページ内に設置した、お申込みフォームより

お申込みください。複数のプログラムを一度にお申込みいただくことも可能です。

お申込みフォームご利用の他、窓口・TEL・FAXでも承ります。
お申込みが必要なプログラムは先着順にて受付し、定員になり次第締め切ります。

※いただいた個人情報は、本企画および市民活動サポートセンターの事業以外では使用いたしません。

（共催事業につきましては、市民活動サポートセンターと主催者とで情報を共有しますが本事業企画

および市民活動サポートセンター・主催者の事業以外では使用いたしません）。

お申込みに
ついて

サポセン
とは

タイム
テーブル

最新情報をチェック！

プログラムの最新情報や、ゲストに関する情報はサポセンホームページやブログで随時お知らせいたします。
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仙台のまちでは、社会の課題を解決したり、地域を元気にしたりする多種多様なアクションが起きています。それらのアクションは、

まちづくり、市民活動、ソーシャルビジネスなどさまざまな言葉で表現され、どこか自分とは関係のないものに聞こえるかもしれま

せん。でも、始まりは「身近な困りごとを何とかしたい」「まちをもっと良くしたい」など、一人ひとりの思いやアイディアから生まれ

た行動でした。昨年度に続き、2回目の開催となる今回の「マチノワWEEK」は、一人ひとりのまちへの思いが「もっとつながる」
「もっとひろがる」ことをめざし、7日間日替わりで、トークイベントや活動紹介、交流会などを実施します。仙台市市民活動サポート
センターは、1月–2月に市民活動や協働をもっと推進する拠点として、いろいろな人が出会う施設にリニューアルしたばかり。新しい
雰囲気の中で、まちづくりに関わる人たちとつながり、まちづくりの輪をひろげませんか？ぜひ、ご参加ください。

主催 |仙台市市民活動サポートセンター（指定管理者：特定非営利活動法人せんだい・みやぎNPOセンター）
共催 |公益財団法人仙台市産業振興事業団 仙台市起業支援センター“アシ☆スタ”、
　　  仙台若者アワード実行委員会（仙台市／コカ･コーラ ボトラーズジャパン株式会社／一般社団法人ワカツク）、
　　  仙台に夜間中学をつくり育てる会、特定非営利活動法人都市デザインワークス、一般社団法人パーソナルサポートセンター、
　　  特定非営利活動法人せんだい・みやぎNPOセンター（順不同）

マチノワとは：まちに暮らす多様な主体の力を活かしあえる、「人」と「人」、「人」と「まち」のゆるやかなつながりを意味する造語です。

2018.2.21.Wed–27.Tue|7DAYS 仙台市市民活動
サポートセンター
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宮城野区中央市民センター×
仙台市市民活動サポートセンター・
若者×地域「つながる かべしんぶん」

2月21日（水）ー27日（火）   

会場：1階（21日・22日・23日・26日・27日）／5階（24日・25日）  
参加費：無料   申込不要（どなたもご自由にご覧いただけます）

高校生・大学生が地元商店街や水族館を取材し、その魅力を伝えるために

「かべしんぶん」をつくりました。若者たちの地域への関心を高めるため、

宮城野区中央市民センターと仙台市市民活動サポート

センターは、協働でプログラムを作ってきました。

2つの施設をはじめ、多様な地域の大人たちが

若者の活躍を見守り支えた3年間をご覧ください。

主催：宮城野区中央市民センター

       「まいぷろ かべしんぶん部」
共催：仙台市市民活動サポートセンター

アシ☆スタ カフェトーク 
社会起業家編「想いを実現する
バランス経営～2つの『アップル』の成功ポイント」

2月26日（月）18:30–21:00

会場：地下1階 市民活動シアター 
パネラー：株式会社アップルファーム 代表取締役 渡部哲也氏
　　　　  株式会社セレクティー 代表取締役 畠山明氏 
定員：30名  参加費：1,000円（軽食付き）
対象：起業に興味・関心がある方、起業予定の方、起業後間もない方など

社会的課題解決の志のもと起業し、大きな社会貢献を果たすとともに、ビジ

ネスとしても成功を収めている２人の社会起業家をお招きしたパネルディス

カッションです。軽食を取りながらの交流会もあります。

※詳しくはアシ☆スタのHPをご覧ください。
http://www.siip.city.sendai.jp/assista/

主催：公益財団法人仙台市産業振興事業団
　　  仙台市起業支援センター“アシ☆スタ”
共催：仙台市、仙台市市民活動サポートセンター

後援：せんだい創業支援ネットワーク

問合せ先：仙台市起業支援センター“アシ☆スタ”

               TEL：022-724-1124
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誰かの小さな物語から生まれる
共感の輪
—地域メディア公開編集会議—

2月25日（日）14:00–16:00  

会場：地下1階  市民活動シアター
情報提供者：あらっE！プロジェクト プロデューサー 畠山茂陽さん、
                  SEN. 高野明子さん、
                  TOHOKU360 編集長 安藤歩美さん、
                  is media by SELVA 吉田久美子さん 永富沙紀さん
                  NPO法人メディア―ジ　漆田義孝さん
                      他、市民ライター、地域住民などローカルメディアの
                  作り手のみなさん
定員：30名  参加費：無料

人と人、人と地域をつなげるローカルメディア。

誰かが発信した小さな物語や声は、少しずつ

共感を集め、仲間に、地域に広がり、社会

を動かす力になります。仙台で、さまざまな

課題意識や表現方法で情報発信をするみなさんから、

今まさに「伝えること」で起こりつつあるまちの変化について伺います。

カンパイ
リレー

2月22日（木）18:30–20:30
2月23日（金）18:30–20:30
2月24日（土）19:00–20:30   

会場：地下1階 市民活動シアター 
ゲスト：22日 センダイほろ酔い寄付キャンペーン実行委員会
　　　          実行委員長 大久保朝江さん、事務局 大西直樹さん 
          23日 仙台市市民活動サポートセンター通信「ぱれっと」掲載
                  ワクワクビトのみなさん
          24日 仙台若者アワード実行委員会のみなさん、
                  マチノワストーリーゲストのみなさん  
定員：各日30名  参加費：500円（1ドリンク付き）

まちづくりに関わるゲストによる話題提供を話のタネに、

市民、市民活動団体、企業、行政、教育機関など、さまざまな

人が集う交流会です。3日間、日替わりでゲストが登場します。
ご都合のよい日に1日でも、3日間連続でも参加できます。

リニューアル記念！
サポセン館内ガイド

2月22日（木）17:30
2月23日（金）17:30
2月24日（土）10:30、12:30、14:30
2月25日（日）10:30、12:30、14:30
2月26日（月）17:30  

所要時間：30分程度
集合：1階 
定員：各回10名※最少催行人数1名  参加費：無料

協働のまちづくりをもっと推進するために1月–2月に
リニューアルした仙台市市民活動サポートセンター。

これまでとちょっと変わった新しいサービスや機能、

使い方をスタッフが詳しくガイドします。

B マチノワブース

2月24日（土）10:30–15:00
2月25日（日）10:30–15:00  

会場：1階
参加団体数：各日14団体（合計28団体）    

自分たちの街や社会、暮らしの中から出

てくる課題や問題に対して活動を行なって

いる、さまざまな分野の団体がブースを出展

します。活動している方のお話を聞いたり、

雑貨を購入したり、ワークショップに参加したり、体験や交流を通じて

市民活動やボランティア活動をしている団体のことを知ってみませんか。

※ワークショップは当日申込です。

※各メニューの詳細は仙台市市民活動サポートセンターのHPでお知らせいたします。

協働の現場トーーク！
事例から探る協働のコツと未来

2月21日（水）18:30–20:00  

会場：1階
ゲスト：一般社団法人宮城県マンション管理士会

          特定非営利活動法人とっておきの音楽祭 
定員：15名   参加費：無料

対象：協働に関心のある市民活動団体・行政など、協働の推進に関わる方

協働を実施している市民活動団体をゲストに迎え、協働に至るまでの経緯

や協働の相手との関係性、協働に必要な仕組み、心構えなど、協働の実践

者だから話せる生の声をトーク形式で徹底的にお聞きします。

マチノワストーリー　
—ワクワクからはじまるまちづくり—

2月24日（土）14:00–17:00  

会場：6階 セミナーホール    
ゲスト：仙台市市民活動サポートセンターの事業

          参加をきっかけに、それぞれの興味、
          関心に合わせて、活動をはじめた
          市民のみなさん
定員：30名  参加費：500円（1ドリンク付き）  

仙台市市民活動サポートセンターで過去に行ってきた

「ハジマル、フクラムプロジェクト」「ちょっと。ボランティア」「ちょっと。まち

歩き」「市民ライター講座」の4つのプロジェクトを通して、市民活動に参加
した方や市民ライターとして取材体験をした方、公益的な事業を始めた方

などのお話が聞けるトークイベントです。活動者との対話から知った楽しさ、

活動を体験することで見つけたやりがい、取材をして伝えることで気づいた

まちの魅力など、活動のきっかけとなったお話をうかがいます。

3チビラボ　
未来の仙台を考える対話と研究の場 VOL.3 

2月27日（火）18:30–20:30  

会場：1階  
定員：なし  参加費：無料

VOL.1、VOL.2では独居世帯や空き家などに関するデータから見えてくる
課題について対話を重ねてきました。VOL.3では、郊外・街中の将来予測データ
から、高齢化や人口減少といった将来の問題解決へのアプローチを探ります。

主催：仙台市市民活動サポートセンター 
共催：特定非営利法人都市デザインワークス、

        一般社団法人パーソナルサポートセンター、
        特定非営利活動法人せんだい・みやぎNPOセンター

仙台若者アワード
最終審査プレゼンテーション

2月24日（土）15:30–18:50  

会場：地下1階 市民活動シアター 
定員：70名   参加費：無料

仙台市内に活動拠点・活動地域を持つ若者団体

が行う、社会や地域課題の解決に寄与する優れた取

り組みを表彰するイベントです。一次審査を通過した若者団体が、

最終審査のプレゼンテーションに挑みます。

※詳しくは仙台若者アワードのHPをご覧ください。
https://award.amebaownd.com/

主催：仙台若者アワード実行委員会

         （仙台市／コカ･コーラ ボトラーズジャパン株式会社／一般社団法人ワカツク） 
協力：仙台市市民活動サポートセンター

問合せ先：一般社団法人ワカツク TEL：022-721-6180

仙台自主夜間中学
一般公開（見学会）

2月21日（水）14:00–16:10  

会場：6階 セミナーホール
定員：5名  参加費：無料

家庭の事情や病気などで小・中学校時代の

基礎的学習が不十分のために、学びなおし

たいという人たちのための学びの場「仙台

自主夜間中学」の授業の様子を見学して

みませんか？関心のある方、サポートスタッフを

ご希望の方は、この機会にぜひご見学ください。

※教室後方からの見学となります。

主催：仙台に夜間中学をつくり育てる会 
共催：仙台市市民活動サポートセンター

さまざまな主体がそれぞれの持つ力を発揮し、

地域や社会のためにできることを考え、実践し続けています。

まちづくりに関する事例やアイディア、

活動内容を横断的に知ることを通して、

組織の垣根を越えて、ネットワークづくりができます。

要申込み

要申込み 要申込み

展示

要申込み

要申込み

要申込み

要申込み

多種多様な一人ひとりのまちへの

思いが交わることで、

まちづくりの輪がふくらみます。

会場に足を運んで、見て、聞いて、話して、

まちづくりの輪に参加できます。

D

「まちづくり」のはじまりは普通の市民の小さな思いから。

まちへの思いを引き出し、多様な主体による、

広い意味でのまちづくりに関わるきっかけをつくります。

多種多様な、まちづくりに関心のある市民と出会えます。

市民活動や協働のノウハウを得て、活動の充実を図ることができます。


