
[ 多賀城市市民活動サポートセンター ]

たがさぽのX’mas 雑貨市／2014年 12月 13日

ama ゴールド
３,２４０円（税込）

ama project（有限会社コンテナおおあみ）

支援につながる雑貨 etc...

あなたのひとおしで社会が変わる

こんな想いで活動しています

ama project（アマプロジェクト）

は、南三陸町（志津川平磯仮設住宅）、

登米市（横山仮設住宅）に住む女性

が一針一針心を込めて編み込んだブ

レスレットです。

aｍａはラテン語で「愛」を意味し

ます。

こんな支援につながります

売上の 35％が作り手となる被災し

た女性の作業代他、パッケージ等の

材料費や会場費、活動費に充てられ

ます。

ここで買えます

・ama project　HP

　http://www.amaproject.jp/

　＊通販サイトが掲載しています

・ARRONDISSEMENT

　仙台市青葉区木町通り2-6-15-1F

・海馬ガラス工房

　仙台市太白区秋保町長袋字舘山原23-1

登 米復興支援

さざほざ（有限会社コンテナおおあみ）

こんな想いで活動しています

編んだもんだらは、被災した南三陸

町（志津川中瀬町・歌津寄木）、気仙

沼市（大島）、登米市（南方仮設住宅）

のお母さん達の手仕事プロジェクト

として、登米市と仙台市に事務局を

設けて活動しています。編んだもんだら
５４０円（税込）

こんな支援につながります

売上の 40％が作り手となる被災し

たお母さん達へ支払われます。

ここで買えます

・編んだもんだら　HP

　http://andamondara.ocnk.net/

　＊インターネットで購入できます

・東北ろっけんパーク

　仙台市青葉区中央2-5-8

・うれしや

　仙台市若林区新寺3-12-32

登 米復興支援

わんにゃん仲良しクラブ

こんな想いで活動しています

私たちは飼い主のいない猫を保護し

て里親を募集したり、犬猫の繁殖制

限や、終生飼養などの飼い主のマナー

が向上するよう呼びかけを行い、不

幸な犬猫をつくらないために活動を

行っています。猫のマグネット
各３００円（税込）

こんな支援につながります

売上は、保護猫の餌代、病気を持っ

ている場合の治療費や避妊去勢手術

費用、ワクチン代。その他に活動報

告や啓蒙活動などの広報活動費、交

通費、通信費、イベントの場所代な

どに活用します。

ここで買えます

・わんにゃん仲良しクラブ ブログ

　http://12nakayoshi.blog92.fc2.com/

わんにゃん仲良しクラブ主催のイベント

で販売しています。イベントの日程は上

記のブログで告知しています。

多賀城動物愛護



仙台 Jazz クリップ
４００円（税込）

さくらんぼ（社会福祉法人嶋福祉会）

こんな想いで活動しています

障がいをお持ちの方の自立や就労支

援を行っている事業所です。企業等

の委託清掃作業や地域の缶・紙類の

回収作業、また内職作業やアパート

や駐車場等の除草作業も行っていま

す。

こんな支援につながります

原材料費を抜いた売上金は、障がい

を持つ施設利用者の毎月の給与（工

賃）として支給されます。

ここで買えます

・ゆめの森 エスパル店

　仙台市青葉区中央1-1-1

  JR 仙台駅　エスパル仙台3F

・はぁと セラビ幸町

　仙台市宮城野区大梶7-10

　みやぎ生協セラビ幸町1F

NPO法人ピースジャム

こんな想いで活動しています

ピースジャムは、気仙沼市を拠点に

災害時における「緊急物資支援活動」

「地域コミュニティの形成活動」、母

親が就労と育児の両立を図れる「雇

用支援活動」を行っています。

ハツコイ×オレンジ 160g
７５０円（税込）

こんな支援につながります

売上は、被災地での雇用支援と地域

貢献に使用されます。

ここで買えます

・PEACE JAM WEB SHOP

http://peacejam.shop2.makeshop.jp/

　＊インターネットで購入できます

・東北ろっけんパーク

　仙台市青葉区中央2-5-8

・K-port

　気仙沼市港町1-3

気仙沼子育て支援

多賀城プレーパークの会

こんな想いで活動しています

多賀城プレーパークでは、子どもは

自分の責任でやりたい遊びをやりた

いだけ遊びます。おとなは見守った

り優しくしたり、遊びに来た人がそ

の人らしくいられる遊び場です。

ぼっくりつりぃの工作体験
1回／１００円（税込）

こんな支援につながります

売上は、2015 年度に開催予定のプ

レーパーク開催に活用します。保険

代や印刷代の他に、釣り道具やボー

ルなどの遊び道具の購入も考えてい

ます。

ここで買えます

多賀城プレーパークの会は、2014

年秋に誕生した団体です。

今回の雑貨市では、多くの方に活動

を知っていただくため、工作体験

ブースを出店しました。

多賀城子育て支援

多賀城障がい者支援

メルヴェイユ仙台（社会福祉法人鹿島育成園）

こんな想いで活動しています

「お菓子作りが好き」「食べることが

好き」という想いを受け、技術指導

をしています。同時に将来「自立」

するための訓練の場所でもある事業

所です。

マドレーヌ（ゆず・れもん）
各１６２円（税込）

こんな支援につながります

売上は、障がいを持つ利用者への工

賃や製造するに当たり必要な経費に

活用します。

ここで買えます

・メルヴェイユ仙台店

　仙台市青葉区上杉1-1-30 

　アロエ仙台ビル1F

仙 台障がい者支援

リボンヌ手芸部 Miyagi

こんな想いで活動しています

リボンヌ手芸部とは、障がいのある

人たちのつくったものを「再生＝

Re-born」させて、社会へとつなげ

る架け橋プロジェクトです。

ブローチ
500 ～ 1,000 円（税込）

こんな支援につながります

売上は、福祉施設などの材料を購入

する資金として使用します。

ここで買えます

「リボンヌ手芸部 Miyagi」とイン

ターネットで検索すると、団体の

Facebook があります。

また、このページで出店イベントの

告知も行っています。

仙 台障がい者支援



サクマドロップス
４００円（税込）

一般社団法人盲導犬総合支援センター

こんな想いで活動しています

盲導犬育成を支援し、盲導犬につい

て正しく理解していただくため、チャ

リティーグッズの販売や、イベント

を企画しています。

こんな支援につながります

売上は、盲導犬育成団体、補助犬育

成団体への寄付、支援活動費に充て

ています。

ここで買えます

・盲導犬サポートSHOP　HP

　http://www.gomoudouken.net/

　＊インターネットで購入できます

・仙台サポートSHOP

　仙台市青葉区茂庭字松倉12-2

コッペ（NPO法人麦の会）

こんな想いで活動しています

障がいのある人もない人も一緒に働け

る場として、1988 年コッペが始ま

りました。コッペの運営を通して、障

がいのある人も共に生き、働ける社会

の実現を訴え続けたいと思います。

オリーブオートミールクッキー
３５０円（税込）

こんな支援につながります

売上は、障がいのあるメンバーの給

料となります。

ここで買えます

・コッペ店舗

　仙台市宮城野区松岡町17-1

http://www.muginokai-koppe.com/

index.php

仙 台障がい者支援

アトリエ・ソキウス（NPO法人ソキウスせんだい）

こんな想いで活動しています

『ここで誰もが自然体で暮らそう！』

を目指し、社会の理解や福祉分野で

のサービスが最も遅れている精神障

がい者の「まちで暮らす」を支援す

る活動を行っています。

pon pon works
１,５００円（税込）

こんな支援につながります

売上は、障がいのある施設利用者の

工賃として支払われます。

ここで買えます

・ゆめの森 エスパル店

　仙台市青葉区中央1-1-1

  JR 仙台駅　エスパル仙台3F

・はぁと セラビ幸町

　仙台市宮城野区大梶7-10

　みやぎ生協セラビ幸町1F

仙 台障がい者支援

仙 台障がい者支援

エイブルアート・カンパニー

こんな想いで活動しています

2007 年 4 月、エイブルアート・カ

ンパニーは、障がいのある人がアー

トを仕事にできる環境をつくること

を目的に設立されました。障がいと

アートを軸に活動してきた 3 つの

NPOが共同で運営しています。チケットケース
各４８６円（税込）

こんな支援につながります

売上は、全国の障がいのあるアーティ

ストに著作権料として支払われます。

また、「音楽の力による復興センター

東北」に売上の5％を寄付します。

ここで買えます

・エイブルアート・カンパニー　HP

　http://www.ableartcom.jp/top.php

上記のホームページトップ画面の「ウェ

ブショップ」から購入することができます。

奈 良障がい者支援

本格遠赤焙煎珈琲まめ福

こんな想いで活動しています

自家焙煎の珈琲を提供することに

よって、本物のコーヒーを一人でも

多くの方に味わってもらい、ほっと

する時間をすごしてもらえればと思

い、活動しています。

マンデリン（無農薬栽培）
1杯／２５０円（税込）

こんな支援につながります

売上は、インドネシア・スマトラ島

でマンデリンコーヒー豆を栽培する

小規模農家など経済的に立場の弱い

人たちへの、公平な対価の支払いに

つながっています。

ここで買えます

・まめ福店舗

　多賀城市高橋2-15-23

http://coffee-mamefuku.ocnk.net/

多賀城フェアトレード



アルガンオイル
３,７８０円（税込）

アフリーク・ソレイユ

こんな想いで活動しています

アフリカを旅した際、日本とアフリ

カの生活水準の差を感じ、自分ので

きる範囲で何か支援できないかと思

いました。その後、フェアトレード

のしくみを知って、自分のお店にフェ

アトレード商品を販売しています。

日本語で「公平（フェア）な貿易（トレード）」と訳します。

アジアやアフリカ、中南米の途上国といわれる国や地域の人たちが

作った食品や手工芸品を長期にわたり、適正な価格で買うことに

よって、彼らの生活と仕事を支援していくしくみです。

★たがさぽ文庫（1F情報サロン）でフェアトレード関連の書籍を貸出しています！

　「世界から貧しさをなくす30の方法」（合同出版）

　「世界から飢餓を終わらせるための30の方法」（合同出版）

こんな支援につながります

売上は、アジア、アフリカ、中南米

などの女性や小規模農家をはじめと

する、社会的・経済的に立場の弱い

人たちへの、公平な対価の支払いに

つながっています。

ここで買えます

・アフリーク・ソレイユ

　仙台市青葉区一番町2-5-6

　

シャプラニール仙台・ボンドゥの会

こんな想いで活動しています

バングラディシュ、ネパールの女性

たちの収入の向上、社会参画の促進

を目的に支援活動を行っている「シャ

プラニール＝市民による海外協力の

会」の活動に共感し、仙台から応援

しています。ジュート象
６００円（税込）

こんな支援につながります

売上は、バングラディシュ、ネパー

ルで手工芸品を生産している女性た

ちへの適正な価格での賃金の支払い

や、医療費、教育費の補助などに充

てられます。

ここで買えます

・フェアトレードショップ
　「クラフトリンク」　HP

http://www.rakuten.ne.jp/gold/
craftlink/

　＊インターネットで購入できます

・尾張屋物産店

　松島町松島字町内104

仙 台フェアトレード

NPO法人アマニ・ヤ・アフリカ

こんな想いで活動しています

アフリカと日本を結ぶ架け橋として

教育支援・経済的自立支援・文化交

流を通して、共に生き、成長し合え

る活動を行っています。

バナナ葉ボールペン ぞう
５００円（税込）

こんな支援につながります

売上は、ケニアでの活動費、主に職

業訓練所の運営費や、スラム内の小

学校の給食費や運営費に使用します。

ここで買えます

・アマニ屋　HP

http://amani-ya-africa.shop-pro.jp/

　＊インターネットで購入できます

仙 台フェアトレード

仙 台フェアトレード

多賀城市市民活動サポートセンター

たがさぽって、どんな施設？

多賀城市市民活動サポートセンター（たがさぽ）は、さまざまな分野の市民

活動団体やＮＰＯ、ボランティアなど、非営利で公益的な活動をしている人

たちや、これから活動しようと考えている人たちのための拠点施設です。

市民活動がさらに活発になるように支援を行うとともに、市民・企業・行政

の協働のまちづくりを推進することを目的としています。

〒985-0873

多賀城市中央2-25-3

T E L：022-368-7745

F A X：022-309-3706

E-mail：tagajo@sapo-sen.jp

U R L：http://www.tagasapo.org

blog ：http://blog.canpan.info/tagasapo/

Twitter：@tagasapo

　

多賀城市民活動支援施設

フェアトレードって？


