
 

ぽっかぽかオレンジ 検索 

●地域塾の紹介 

オレンジキッズ（児童デイサービス） 

オレンジエッグ（地域活動支援センター） 

スマイルサポート（兄弟養育支援） 

療育相談 

おれんじミーティング 

●けせんぬまの駄菓子屋さん「ぽっかぽか堂」 

●イベント・啓蒙事業 

●みやぎまちづくり情報ひろば 

●ネットワークオレンジ 

  ＳＰＥＣＩＡＬ ＰＲＥＳＥＮＴＳ 



 ●サポーター募集中！ 
サポーターとは？ ネットワークオレンジの活動に賛同し、応援してくれる人たちの総称です。議決権を

持って総会に出席し、会の運営に参加する正会員と、会を応援し、賛助する賛助会員の２種制で、別に定め

る会費を納め、理事会にて承認された方ならどなたでも入会できます。イベントのお手伝いやボランティア

参加も大歓迎です。サポーター限定の特典や企画もご用意しておりますので、この機会にぜひご入会くださ

い。 

 

個人サポーター 

 Ａコース Ｂコース Ｃコース 

正 会 員 500（月） 1,000 円（月） 3,000 円（月） 

賛助会員 500（月） 1,000 円（月） 3,000 円（月） 

企業・団体サポーター 

 Ｄコース Ｅコース 

正会員 20,000 円（年） 40,000 円（年） 

賛助会員 20,000 円（年） 40,000 円（年） 

 

●入会を希望する場合は、専用の会員申込用紙に必要事をご記入の上事務局に提出してください。皆様から

お納めいただいた会費は、ネットワークオレンジの事業（地域塾、イベント・啓蒙事業、みやぎまちづく

り情報ひろば等事業）の運営費として大切につかわせていただき、毎年の事業報告にて情報公開いたしま

す。 

●会費以外にも、当法人宛の寄付もお待ちしております。 

●「障がいのある人も、障がいのない人も、みんながまちづくりの主役」となれるような社会の実現を目指

し、一緒に事業を創っていきませんか？ 

 

 

 

WEB か ら の お 振 込

（CANPAN ペ イ メ ン

ト）がご利用いただけま

す。（C コース・寄付一

口 3,000 円のみ） 

●南町オレンジ/オレンジキッズ 
｜宮城県指定障害福祉サービス 

児童デイサービス・オレンジキッズ 

定休日：木・日（その他不定休あり） 

〒９８８－００１７  

気仙沼市南町二丁目１番３２  

TEL：０２２６（２９）６４７１ 

FAX：０２２６（２９）６４７２ 

●八日町オレンジ/事務局 
｜地域活動支援センター・オレンジエッグ 

｜けせんぬまの駄菓子屋さん「ぽっかぽか堂」 

｜みやぎまちづくり情報ひろば 

定休日：木・日（その他不定休あり） 

〒９８８－００８４ 

気仙沼市八日町一丁目４番１２号  

TEL/FAX：０２２６（２２）８１２１ 

法人携帯：０８０（１６９７）７６１１ 

E-mail：orange8121＠k-macs.ne,jp 

 

●基本情報 
◦代表理事 小野寺美厚 

◦団体設立 平成１５年１月 

◦法人設立 平成２０年１月 

◦会員総数 ９２名・４社 

◦役  員 理事４名 監事１名 

◦有給スタッフ ９名 

●これまでの軌跡 
H14.8 サークル活動を開始。フリマで資金づくり 

H15.1 任意団体設立 

H16.7「駄菓子屋 粋」共同事業開始 

H18.3 障がい児・者の日中活動支援「地域塾」開始 

H20.1 特定非営利活動法人ネットワークオレンジ設立 

H20.4 児童デイサービス「オレンジキッズ」開始 

H22.1 小野寺美厚 

「アメリカン・エキスプレス・アカデミー」参加 

H22.1 小野寺美厚 

「ソーシャルアントレプレナー大賞」受賞 

H22.3「南町オレンジ」開所 

H22.4 けせんぬまの駄菓子屋「ぽっかぽか堂」開店 

H22.4 みやぎまちづくり情報ひろば開設 

Ｈ22.8 地域活動支援センター・オレンジエッグ開始 

H22.8 社会イノベーター公志園 東北代表 
●過去の助成実績 
「みやぎＮＰＯ夢ファンド」「ろうきん地域貢献ファン

ド」「損保ジャパン福祉助成金」「イオン社会福祉基金」

「仙台青葉ライオンズクラブ公開コンペ２００９」「Ｎ

ＨＫ歳末助け合い事業費配分」「日本財団福祉車両助成」

「こ～ぷほっとわ～く基金」他 

 

日々の活動の様子を CANPAN ブログで紹介中！ 

ぜひ一度ご覧ください♪ 

 

 

 

 

 

URL:http:blog.canpan.info/orange-orange/ 

ぽっかぽかオレンジ 検索 
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 各種イベント・啓蒙事業 
●しょうがいのある人と地域との「共存・共生」をテーマに、様々なイベントを企画・開催します。 
 

 

みやぎまちづくり情報ひろば ●市民活動・地域活動のサポートを行います。 
 

●ぼくらのクリスマス大作戦 
ネットワークオレンジ最大規模のイベン

トです。人形劇の上演や楽器を使ったステ

ージ発表、ケーキ装飾やプレゼント交換な

どなど、バラエティに富んだ内容に参加者

は年々増えています。他団体や企業なども

参加する情報交流会も好評です。 

●けせんぬま☆☆みらい塾 
 しょうがいのある人と地域との「共存・

共生」をテーマに、講演会やワークショッ

プを開催します。地域を中心に、様々な立

場の人たちとの交流をはかりながら相互

理解の促進をはかります。 

●ハロウィン大作戦 
 ハロウィンの仮装に扮した参加者らが、

「お菓子をくれなきゃイタズラするぞ！」

と地元商店会を行進する秋の名物イベン

トです。地域とのふれあいが非常に楽しい

内容です。毎年地元の小学生も参加してい

ます。 

●「得る」講座 
地域で活躍するサークルや自治会、

NPO 団体 etc を対象に、ネットワー

クオレンジが主催で「講座」を定期的

に開催、毎回テーマを変えて活動の「悩

み解決のお手伝い」をいたします。 

（例：会計講座、ＮＰＯ基礎講座、資

金調達セミナーなど） 

●各種相談業務 

●情報発信・提供とサポート 

●各種セミナーや勉強会・研修企画 

 
●開設場所「八日町オレンジ」内 

●開設時間：午前９時～午後６時 

●定休日：木・日 

●担当：齋藤 

●情報登録団体随時募集中！ 

●ネットワークオレンジ  

SPECIAL PRESENTS 
スペシャル講師を招き、地

域の課題を考え、皆で学び

合う機会をつくります。 

 

●小野寺美厚ＮＰＯ運営相談 
 代表理事・小野寺美厚がアドバイザーとなり、団

体の運営相談を行います。 

●開催場所：「八日町オレンジ」内 

●相談料金：オレンジサポーター￥1,000 円 

非サポーター￥1,500 円 

●時間：６０分 

●事前予約が必要です。まずはお電話を！ 

●小野寺美厚講師派遣 
 代表理事・小野寺美厚が講師となり、ＮＰＯや関

係機関などを対象に講演会や講座を承ります。 

●料金：￥50,000 円～ 

 （宿泊費、交通費、その他資料・機材費等別） 

●テーマや詳細については要相談となります。まず

はお電話を！ 

ネットワークオレンジが主催するイベントや各

事業では、それらの準備や運営を地域塾生がスタッ

フと協力しながら行います。 

また他団体や他のＮＰＯ、企業や

地域・行政など、分野を超えた交流

を積極的に行っています。 

 ボランティアやインターンも大

歓迎です！興味のある方はぜひ！ 

  

毎年８０名以上の

参加があります！ 

地域をまきこんで

１００名以上の参

加・協力をいただ

いております！ 

年２回を基本に開

催します。 

講座を定期的に開催し
ています！ 



障がい者の自立支援事業「地域塾」の運営 
「地域塾」とは、障がいのある人たちが世代ごとのステージに分かれて自律・自立をするための日常的な生

活訓練や就労体験を、地域の中で実践することで人とのかかわりを学び、働くことへの意欲・持続力・生き

る楽しみを育むことを目的とする障がい者の自立支援事業です。 

 
●オレンジエッグ 
（気仙沼市地域生活支援事業・地域活動支援センター） 
●目的：障がい者の実情に応じて、作業訓練、生活訓

練、そして社会適応訓練等を行いながら、地域

生活における自立を目的とする。 

●対象：利用を希望する療育手帳所持者 

●料金：１日２００円（実費・共益負担あり） 

●工賃：１日３００円（×利用日数） 

●内容： 

・駄菓子屋『ぽっかぽか堂』販売業務 

・ネットワークオレンジ主催イベント補助 

・地域イベント出店参加 

・通信企画、取材、編集、発行 

・障がい者のクロネコメール便配達事業 

 （ヤマト運輸より業務委託） 

・各種軽作業業務委託（詳細要相談） 

 

 

 

 

 

●けせんぬまの駄菓子屋さん 

ぽっかぽか堂 
（オレンジエッグが運営する駄菓子屋です） 

●営業時間：午前１０時～午後５時 

●定休日：木・日（その他不定休あり） 

●TEL/FAX：０２２６（２２）８１２１ 
 

駄菓子の袋詰め承ります！ 

 

 

 

 

 

 

 

●オレンジキッズ 
（宮城県指定障害福祉サービス・児童デイサービス） 
●目的：利用児・者の自立と、集団生活に適応するた

めに、必要なサービスを適切に行う。 

●対象：小１～１８歳までの療育手帳所持者 

●料金：市町村の定める料金（実費・共益費負担あり） 

●内容： 

・支援計画に基づく療育の実践 

・食事指導、買い物学習、余暇活動 

・おでかけ（市内公園、海水浴等） 

●送迎・延長サービス可（有料） 

 

●スマイルサポート 
（兄弟養育支援） 

●目的：オレンジキッズ利用児・者の兄弟に対し、放

課後支援等のサービスを提供する。 

●対象：オレンジキッズ利用児・者の兄弟 

●内容：オレンジキッズに準ずる 

●料金：１日 1,000 円（実費負担あり） 

●送迎・延長サービス可（有料） 

●療育相談 
種 別/料金/時間 

（１）地域塾利用登録者/無料/６０分 

（２）一般/ 

・初回相談 5,000 円/９０分 

・継続相談 3,000 円/６０分 

・相談は完全予約制です。予約なくお越しいただいた

場合は相談をお受けかねます 

 

●おれんじミーティング 
・地域塾を利用する利用児・者

らの保護者や、学校担任を対

象に「連携」や情報共有を図

るための協議の場を設けて

います。 

 

 

●地域塾ではサポートブックの作成、支援計画の作成、

個別面談の実施により、個々の特性に応じた「療育」

を実践いたします。 

 

●行事も盛りだくさん！ 
・親子を対象にした遠足や、お花見、丂夕など季節の

行事も楽しいですよ♪ 

お 気 軽 に ご 相 談

ください！ 

―「地域塾」に関するお問合せ先― 
●オレンジキッズ・スマイルサポート 

ＴＥＬ：0226（29）6471 

ＦＡＸ：0226（29）6472 

（南町オレンジ/担当：千葉） 

●オレンジエッグ・ぽっかぽか堂 

ＴＥＬ/ＦＡＸ：0226（22）8121 

（八日町オレンジ/担当：小野寺裕） 

地域の中で就

労体験ができ
るんだね！ 

18 歳になったら

ど う す れ ば い い

の？ 

ぜひぜひ家族で遊びに

来てくださいね！ 

●学習塾「すくーるホライズン」と協働で、学習シス

テム「らくだメソッド」による学習支援に取り組ん

でいます。 

 



 


