
細
‐
■.市市民活動

貰援センターだより

始めてみませんか?ボランティア !

～地域社会と、私のために～

東日本大震災では、「困っている人たちをほ
うつておけない」と、国内外から多<の人たちが

被災地へ駆けつけ、がれき撤去や避難所の運営支
援などのボランティア活動に取り組みました。現
在でも数多<のボランティアが、復興を支える活
動を続けています。この震災を契機にボランティ
ア活動をより身近に感じ、活動に興味を持つた人
も多いのではないでしょうか。
一方で、「ボランティア活動は崇高な理念を

持った人がすること」「始めるには敷居が高そ
う」と考え、参加をためらう人が多いのもまた事
実です。しかし、そんなことはありません。ボラ
ンティア活動は、興味があれば誰でもできるもの

なのです。

ボランティアとは ?

ボランティアで大切なことは「自主性・自発
性」です。あ<までも自分の意志で行うもので、
誰かに強制されるものではありません。ほかに、

他者や社会のために活動すること (社会性・連帯
1生 )、 金銭的な利益を第一に求めないこと (無報
酬‖性)、 現状を改善しさらに豊かな社会を築いて
い<こと (倉」造性・先駆1生)と いう原則がありま

す。

また、ボランティア活動は、福祉や国際交流、
まちづ<り、スポーツ、環境保護など、私たちの

生活にかかわるあらゆる分野で展開されていま

す。活動内容もさまざまで、サポートを必要とす
る人に直接かかわるものもあれば、活動を円滑に

進めるための事務作業などもあります。募金や寄
付で活動を支えることも、ボランティア活動のひ
とつです。

ボランティア活動を始めよう:

「やつてみたいな」というものを思い描いた
ら、それに関連した情報を探すことがボランティ

ア活動の第一歩です。また、活動の見学をしたり、

興味ある分野のイベントに参加してみるのも、活動

の様子を知るには有効です。活動選びに迷つたら、

無理な<楽 し<続けられるかどうかを基準に考えて

みましょう。活動や仲間との交流を楽 しむ余裕を持
つことが、長<活動を続けるためのコツです。

活動を始めたらマナーやルールを守ることも重要

です。まわりの人との関係を大切にしながら、活動

に取り組みましょう。
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ボランティア活動の魅カ

ボランティア活動を体験した人からは、「人のた

めと周って始めたけれど、活動そのものや、多<の
人との出会いから気づきや学びがあり、貴重な経験
ができた」という感想がよ<間かれます。そこで得
られた経験や人脈が、人生を豊かにして<れるのも

ボランティア活動の魅力です。

少しでもやってみたい気持ちが出てきたら、まず
はあれこれと難し<考えずに、身近なところから活
動を始めることをお勧めします。活動を続けること
が難しければ、やめたり他の活動を選6ヽ ことも可能
です。勇気を持つて一歩踏み出してみませんか。

名取市市民活動支援センターでは、ボランティア

活動に関係する相談もお受けします。ぜひご利用<
ださい。
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語り継ぐ、伝え続ける

聞上復興だより

「閑上復興だより」は、 “もう一度lbをひとつ

に"を合言葉に、被災した住民が集まり閑上復興

の道筋を伝える情報誌を発行しています。平成23
年10月 に倉」刊し、今年7月 に28号を迎えました。

発行費用を寄付や広告収入で賄いながら、復興ヘ

の想いをこめて作成しています。

紙面はオールカラーでとても鮮やか !閑上の四

季の移ろいや、復興支援活動の様子、子ども達が

活躍する行事などを多<の写真とともに掲載。閑
上の小さな集会やイベン トも積極的に発信するこ

とで、閑上らしい味わいがあると喜ばれており、

紙面の中に知 り合いの顔を探す楽 しみもありま

す。

「閑上復興だより」への想い

編集長の格丼直光さんは、大震災で両親を亡<
し自宅も流され、避難所生活を余儀な<されまし

た。そこで拠り所を失<した人夜の生き惑う姿を

目の当たりにした体験が、「閑上復興だより」を

発行するという市民活動を始める動機に繋がつて

います。

編集部のスタッフも、それぞれに閑上で被災し

ました。新聞づ<り の経験はありませんで した

が、被災しているからこその視点を強みにして復

興の軌跡を県内外へ発信してきました。今では、

本業と市民活動を両立させながら、取材から編

集、発送、ポスティングまでこなしています。

また、重要な復興情報を発信するために、閑上

復興まちづ<り 推進協議会をはじめ、説明会や審

議会にも積極的に参加し、日長情報収集に奔走し

ています。

そんなスタッフにとって活動継続の原動力とな

るものがあります。それは紙面を通して、悪い出

だけになつた故郷に触れることができると、閑上復

興だよりを心待ちにしている人がいること。また、

資金・物資の両面から支援して<れる仲間や全国各

地の団体の存在。そして大人のみならず小学生が募

金活動をして支えて<れる純粋な「想い」です。

忘れない 閑上を話り継ぐ

閑上の復興を願いつづけて3年半が過ぎ、やつと

この夏に名取市から復興計画を盛り込んだ災害復旧

事業方針が示されましたが、時の経過に対して街の

復興はまだまだこれからです。

格丼さんは、「これまでの体験で得た教訓を語り

継ぎ、活かすことの大切さを強<感 じています。取

材で、閑上で育つた子ども達から『住んでいたこの

場所しか矢□らないし、この閑上が大切な故郷です』

という言葉を聞いて胸を打たれました。震災前の風

景に戻すことはできな<と も、閑上復興だよりで伝

え続ける活動が、復興の一端を担つていると確信し

ています」と語ります。

また、もっと多<の市民に「閑上復興だより」を

矢□つてもらうためにも、新たな設置場所や寄付を募

集しています。郵送ご希望の方は間い合わせ先まで

ご連絡<ださい。

閑上復興だより

〒981-1213 名取市閑上1丁 目1-13
閑上まちカフェ内

丁巨L:090-3583-1359(格 丼)

F∧× :022-395-5845
E―mal:yuttage.fd@gmal.com
∪RL:http://yuriage.org/

スタッフみんなで発送作業

28号を迎えた「閑上復興だより」
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国境を越えた自然な “おつきあい"

国際交流協会ともだちin名取

国際交流協会ともだち|∩名取 (以下、ともだち
i∩名取)は、平成19年4月、名取市から海外への

中学生派遣事業の協力者を中心に、30名のボラ
ンティア団体として発足しました。名取市民が海

外出身者とお互いの母国文化を学び含いながら共
生してい<こ とを目的に、日本語講座と多文化交
流会を開催しています。

日本語講座では、日本語が苦手な海外出身者
8ヶ 国約25名が1年を通して学び、日本語検定に
含格する講座学習者も年々増加しています。この

プログラムには、託児のためのボランティアもい

るので、子ども連れでも安心して参加できます。
また、学習支援者は、宮城県国際化協会等が行う
日本語指導の研修を受け、常にスキルアップを

図つています。

多文化交流会では、海外出身者が講師となり、

民族衣装で踊つたり、母国料理を持ち寄り紹介す
るなどの活動を行つています。

地域で育む国際交流

ともだちi∩名取では、発足当初からそれぞれの
国の文化や国民性、宗教上の制約などに配慮をし
ながら、個人のありのままを尊重することで、無
理な<自然におつきあいすることを大切にしてき
ました。たとえば、誰でも気軽に参加できるよう
な七夕やクリスマス、餅つきなどの行事体験や、
墨画、餃子作り、田植え稲刈り体験などを行い、
地域の人達との交流を図つています。た<さんの

仲間と楽し<過ごすことで、お互いの先入観が取
り払われ、自然なおつきあいができるようになり
ます。

このように、海外出身者やその家族が、日本語
の理解が十分ではないために孤立感や疎外感を抱

かぬよう、日ごろから隣近所や地域の人たちと顔見
知りになるきつかけづ<り をしています。

国境を越えて人とつながる

東日本大震災の時には、動けるスタッフから近<
の避難所運営の支援を始めました。混舌しが続<な
か、海外出身者にも状況がわかるように母国語のお
知らせを各所に貼るなど、細やかな工夫を続けまし

た。

また、海外出身者の安否確認が進まないなか、と

もだちi∩名取の日本語講座の学習者一人に連絡が取
れると、その一人からつながる何人もの安否確認が

できたということがありました。

会長の小島秀太郎さんは「普段から家族ぐるみの

おつきあいを大切にしてきたことが、海タト出身者の

安全確保と不安軽減につながりました。改めて県内

外から、ともだち|∩名取の活動に注目と信頼が寄せ

られるようになりました」と、当時を振り返りま

す。

ともだちln名取では、今後も国籍を超えて誰もが

地域とつながり生活できるように、国際交流の場づ

<りを広めていきます。現在、国際交流に興味のあ
るボランティアスタッフを募集中です。

国際交流協会ともだちln名 取

〒981-1232 名取市大手町5-6-1
名取市市民活動支援センター事務室C
丁巨L:080-5226-5931
FA× :022-382-0841
匡―ma‖ :tomodachi_in_∩ atori@yahoo.co.jp

∪RL:http://blog.canpan.info/tomO_ln_∩ atori/

地域の人も交えてたくさんの家族が集います

日本語講座は休憩をはさみながら和やかに



理醸徊
9日29日 (月 )

「市民活動団体のためのIT相議会 」

市民活動団体、NPOで活動の皆さん !組織運営や
広報、そして日展の活動に、もっとlT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。ぜひお気軽にご相談<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)

10日 30日 (ホ )

「市民活動団体のための会計税務相議会」

日々の会計から決算書作成、税務のことまで専門

家がお答えします。会計や経理の経験が浅い万や
ベテランの方でもお気軽にご相談いただけます。

相談員 平野由紀子さん (税理士)

※両日とも以下は共通です

場 所 名取市市民活動支援センター

時 間 13:30～ 17:OO(1団体1時間)

定 員 先着 3団体 (予約制)

参加費 無料

対 象 名取市内で活動するNPOや市民活動団

体のメンバー、名取市にお住まいで市

民活動に興味のある方など。

10月 16日 (本 )

「市民活動を始赫 う J

～ボランティア活動alら一歩進んで市民活動へ ′～」

想いがあれば誰でもチャレンジできる市民活動 !

地上或社会のための活動に参加してみませんか?

講 師 大ス保朝江さん

(NPO法人社の伝言板ゆるる代表理事)

場 所 名取市役所5階 第1会議室

定 員 15名 (先着順)

冒冒月2,日 (金 )

「上手な会議の進め方講座 」

団体にとって合意形成はとても重要です。信頼しあ

いながら団体の力を引き出し、チームとして活動し

続けるための上手な会議の進め方を学びます。

講 師 波多野卓司さん (中小企業診断士)

場 所 名取市役所6階 東側会議室

定 員 20名 (先着順)

※両日とも以下は共通です

時 間 13:30-15:30

受講料 無料

対 象 名取市内で活動するNPOや市民活動団

体のメンバー、名取市にお住まいで市民

活動に興味のある方など。

冒

'日

Z'日 (金)「市民活動あれこれ情報変換会～千―ムカを引き出そう r～」

「上手な会議の進め方講座」の後に、情報交換会を開催 します !(15:40～ 16:30)

それぞれの活動で大切にしている信念、人、自分達にしか出来ないことを活かすための

チームカ向上のヒントを見つけましょう !講師も皆さんと一緒に考え、アドバイスします。

情報交換会のみの参加もOK。 肩肘張らない会ですので、お気軽にどうぞ !
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