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★会議室 (小)【定員 :10名】

少人数でのミーティングなどに便利な広さです。

★多目的室 【定員 :25名】

打合せや動きを伴う活動など様反な用途に利用

いただけます。

履き替えた靴が置ける下駄箱を設置しており

唯―フローリングの部屋になっています。

｀ ご利 用 いただ くた め に

利用できる方は、市民活動をしている団体や個人

です。窓□で、公益活動要件に該当するかどうかに

ついて、確認させていただきますので、活動内容が

わかる資料等を添付し、団体紹介ノートを提出して

<ださい。

当センターでは、活動の場の提供や、印刷機・コ

ピー機などの事務機を備え、団体の活動を応援して

います。また、活動に関する相談、情報発信や情報

提供などの支援も行つています。
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貸会議室の利用予約受付が始まつています !

彎 利用日の 3ヶ 月前から申込みを受付ます

★会議室 (大)【定員 :70名】

室内にスクリーン、音響設備を備えています。

また、会議室 (中 )と繋げることができますの

で、総会や記念講演などの行事にご利用<ださ

い 。

★会議室 (中 )【定員 :30名】

セミナーなどのイベントに最適な広さです。

ヽ どんな団体が利用 してるの?
NPO法人23団体、任意団体69団体、町内会

8町内会など延べ100団体の登録団体 (随時更

新)があります。会議や打ち合わせの場としての利

用や総会の資料作り、各種イベント開催のチラシ印

刷などで利用されています。

また、当センターで開催している各種講座や、団

体個別専門相談会に参加しスキルアップを図るなど

積極的に取り組んでいます。



館内の紹介と利用について

い臓

情報交流室  | 
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: 事務室

車椅子もエレベーターで 1

2階の移動がスムーズです。

市民活動支援センター 館内図

■情報交流室はこんな利用ができます

●少人数で…・。

南倶」が全面ガラスで明るいラウンジ的な雰囲気

となつています。簡単な打ち合わせや、交流の場

として自由に利用できます。活動関連図書もあ

り、ゆっ<り とご覧いただけます。情報検索用の

パソコンも無料で使えます。

(原則1時間・最長2時間まで)

●みんなに知つてもらいたい !

情報案内ラックが設置されています。団体の

定期刊行物やイベントチラシ、助成金情報、市

内外の情報バンフレット等は持ち込みができま

す。情報閲覧スペースもあるので、名取市内で

活動している団体情報や助成金情報、イベント

情報などが閲覧できるようになつています。

※センターの利用基準に含致しない利用は、ご遠慮くださ

い。ゴミは各自お持ち帰りとなります。

■こんなに便利になりました

1階に赤ちゃんのおむつ交換スペースがありま

す。エレベーターの設置に伴い多目的 トイレが2
階にも設置されました。また、2階には湯沸室も

完備され、より利用しやす<なりました。

■貸事務室

●市民活動団体の拠点事務所に !

全室カギ付きで、机 1台、椅子の備品設置、工

アコンを完備しています。事務室内は、電話・ イ

ンターネットの設備にも対応しています。

(工事料金・利用料金は利用者負担)

●広さ口使用料

・貸事務室 (1):11耐

使用料 (月 額):8,800円

・貸事務室 (2)(3):13面

使用料 (月 額):10,400円

・貸会議室 (4):15面

使用料 (月 額):12,○ ○○円

※詳細については広報なとり2月号に掲載いたし

ます。 ・貸ロッカー (1個 500円 )・ レター

ケース (A4サイズ・無料)に関しても使用者

登録と申込み手続きが必要です。

会議室 (大) l会 議室 (中 )l多 目的室

定員:70名    l 定員:30名  l定 員125名

会議室 (大)と会議室 (中)の仕

切りを外せます。定員 :100名



新しいWebサービスの紹介

ホームベージが公開されています !

陽蝙寧蟄
撫ガ~

機お無 与ヾ 酔鑽

穆 t、盪畿 .鶴 錢,`や鉾

1菫L022‐3820829

鷺お篠ヽヽ合わマ

議アタセス

■公式ホームページが出来ました

名取市市民活動支援センターの公式ホームペー

ジが開設されました。市民活動団体の情報共有・

交流の基盤構築を支援・サポートします。団体運

営での困りごとや課題解決に向けての相談会や講

座、団体に必要な助成金等の情報もわかりやす<
発信していきます。イベントの広報協力もできま

すので情報発信や支援をつなぐツールとしてお役

立て<ださい。新しい情報は、『みやぎNPOナ
ビ』と連動しながら、随時支援センターホーム

ページでお伝えしていきます。

※名取市市民活動支援センターホームページ

http://k/vww.∩ atori―npocenter.or.ip

■みやぎNPOナビを活用しよう

『みやぎNPOナビ』は、NPOや市民活動団体

の信頼性を高めるための情報提供の仕組みづ<りに

向け、みやぎNPO情報公開システム運用協議会が運

営するサイトです。

[名 取市版]では、名取市内の市民活動団体の情報

を提供しています。ぜひ、市内の団体検索などにも

ご活用<ださい。 イベントや講座のお知らせ、会員

募集の情報なども掲載できます。

みやぎNPOナ ビ 名取市版 で検索 !
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●エヌポの紹介

名取市市民活動支援センターのブログでもおなじみの

エヌポです。2009年 になとセンのPRキ ャラク

ターを―般募集し、多数の応募の中から採用された工

ヌポが、支援センターHPにも登場がしています。非

営利組織を意味する「NPO」 がかわいい亀とハート

にデザインされています。今後、いろいろな場所で活

躍しますので、どうぞよろし<お願いします。
:i薔ま1::ii:;i::i:::i::i::i:::::::::



● 1月 30日 (金 )

第 1部 「居場所づくιlを知る講座 」

「まちの居場所」とは「誰でも気軽に集うことが

できる地域の憩いの場」。コミュニティカフェや

サロンなどの名称で、誰もが主体となって取り組

める活動です。まずは矢□ることからはじめてみま

せんか?

第2部 「市民活動あれこれ情報交換会

～人が集きるサロンをはじめるヒント続l十るコツ′?～

居場所づくりにまつわる話を持ち寄つて、人が集

まるサロンのヒントを見つけましょう !既にふれ

あいサロンを開催したり、長年、行政との協働も

続けている方もゲスト参加されます。お茶を頂き

ながらの会ですので、お気軽にどうぞ |

講 師 大久保朝江さん

(NPO法人社の伝言板ゆるる代表)

ゲスト 小岩 孝子さん

(NPO法人FOR YO∪ にこにこの家 理事長)

他 :名取近隣のボランティアグループなど

場 所 名取市市民活動支援センター 会議室

時 間 第1部 13:30～ 第2部 15:40～

定 員 15名 (先着順)受 講料 無料

● 1月26日 (日 )

「市民活動団体のためのなんでも相談会 」

市民活動やボランティアを始めてみたい、NPO
法人を設立したいなど、市民活動に関するご相談

に、経験豊富な相談員が対応します。

相談員 堀川 0青代さん

(みやぎNPOプラザ 副プラザ長)

●2月 26日 (ホ )

「市民活動団体のためのIT相議会」

組織運営や広報、そして日々の活動に、もつと

「を活用してみませんか ?lT操作・活用に関するご

相談をお受けします。総会の決算報告表をエクセ

ルで作りたいや、行事案内をワードで作りたいな

どお気軽にご本目談<ださい。

相談員 武藤正勝さん

(NPO法人イー・エルダー東北支部)

※ 以下は両日とも共通です

場 所 名取市市民活動支援センター

時 間 13:30～ 17:○○ (1団体1時間)

定 員 先着3団体 (予約制)

参加費 無料

新 0市民活動支援センター7じオー7ン企画のお知らせ

2015年 3月下旬開催予定です。お楽しみに r

市民活動支援センターの再建工事は順調に進んでおり4月 1日 (水)の開館予定となつております。

つきましては、プレオープン企画といたしまして内覧会を実施いたします。詳細はホームページや広報なとり

などでもお矢□らせします。どうぞこの機会に足をお運び<ださい。お待ちしています。

平成 27年 1月 15日

名取市市民活動支援センター

1,000音 F

特定非営利活動法人社の伝言板ゆるる

〒9811232宮 城県名取市大手町5丁 目6-1

丁巨L:022-382-0829 F∧ × :022-382-0841

巨―man:npO@∩ atori― ∩pocenter or.ip

HP:http://1/vww∩ atOn―∩00ce∩ter.orip

Blog:http://blog.ca∩ panJ∩ fo/∩atori

訂正とお詫び:11月 号2Pに 掲載の「名取昔ばなし語りの会」の復興グッズの製作に取り組んだと紹介致しましたが、会としての取り組みではな

く他のグループで取り組んでいるものでした。ttT正し、お詫び申し上げます。
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