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支援センターだより
なこセンIき、市民活動に役立つ講座の開催や相談に応え、

皆さんを応援しています r

なとセン(名 取市市民活動支援センター)では、 10月の講座を含め、今年度は3回、市民活動講

座を開催 しています。また、毎月、活動運営や会計、lTな どの専門相談も開催 しています。

今月はその一端をご紹介 します。

● ′ふをつかお ′企画の立て有講座

「助成金を申請 しても、なかなか審査が通らな

い」「考えたアイディアをどう企画書に書<か」

などのお悩みはありませんか ?“ こ

れから活動することを相手に伝える

には、熱い思いだけでは理解されま

せん。日頃の活動を客観的に見つ

め、ストーリーのある企画が重要で

す"と大ス保さん。仲間で出し合っ

● よくわかる会計入門講座

講師:平野由紀子さん>
(税理士 )

「私たちの団体 に

合った会計処理の方

法は ?」 「初めて会

計担当者になったけ

ど 正 し い 会 計 と

は ?」 そんな不安な

気持ちの参加者は、平野さんの講義から、帳簿のつ

け方、現金・通帳の保管方法、請求書や領収書の整

理や取り扱い方など会計の基本を分かりやす<学
び、ちょつびり自信を持ちました。

「やつばり領収書を束になるほど溜めては駄目なん
だつちゃね・・・」

ξ
l‐麒mlずは11ξ

たアイディアを企画書に落し込み、

得られる視点を学びました。

1`烙

協力や賛同が

「楽しいだけで終わらない、熱い思

いも伝わる企画が基本で大事なんだ
―」

く講師:大久保朝江さん
(NPO法 人社の伝言板ゆるる代表理事)

● 市民活動を始めよう′

く講師:

大久保朝江さん

市民活動は特別な

ものでな <、 想い

があれ ば誰で も

チャレンジできる

活動です。ボラン

ティア活動と市民

活動との違いなども含めた基礎を学んだ講座。個

人のキャリアを市民活動で発揮する方法や団体と

して活動する時のポイントも紹介しました。

「市民活動ってチ ∃ッとは分かつたんだげど、頭
で考えでねえで、先ず、やつてみつこどが大事な

んだな 」

11月勝「上手な会議の進め方講座」を開催しきす ′ (詳糸田は4Pへ )

なとセンでは、NPO法人設立や会計・税務、IT活用などの専P日 家による相談会も開催
しています。これまでボランティアの “いろは"から助成金申請の書き方、帳簿の付
け方、費用をかけないHPの作り方など多様な相談に対応しました。
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おか～し普、あったん減

名取普Iずなし語ιlの会

”一躙
鑽
▲ 公演中の岩法1俊子さん

皆さんは「音話」というとどんなイメージで しょ

う。日本古来のものや西洋のものと、それぞれ思い浮

かべるお話は違うかもしれ讀せんが、どこかで一度は

間いたことがあるという方が多いのでは。しかし、最

近、子どもたちは「音話」に接する機会が少なくなっ

てしヽて、「音話」はちょつと縁遠いものになりつつあ

ります。それを残念に思い、名取市を中心に「音

話」や「民話」の良さを伝え、健全な社会作りに協力

することをモットーに活動している団体があります。

平成 15年 に発足 した「名取昔ばな し語りの会」で

す。

現在の会員数は27名。一年を通 して「語り」のボ

ランティア活動を続け、年間の公演回数は定期的なも

のと単発的な依頼を含め、昨年は延べ 170回 に上り

ました。その活動が認められ、これまでに名取□―タ

リークラブからの表彰や、「宮城県・すばらしい宮城

を倉」る運動」の奨励賞を受け、第2回「元気なとリブ

ランドコンテス ト」 (こ との部)でも第 1号の認定を

受けています。

語ιlの魅カ

代表を務める岩渕俊子さんは、「音話は、大人から

子どもへと伝えられてきました。それは同じ話でも語

り手によって醸し出す声のトーンやテンポによって、

間き手が感じ取る世界感は全く違うものになる魅力が

あります。」と話します。

大震災で中断していた仙台空港ターミナルビル内で

の「昔ばなし語り」の定期公演も、平成24年 1月か

ら再開。空港利用者は、ん言の優しい語り声に足を上

め、出発時間まで心穏やかなひと時を過ごしていま

す。

その他の定期公演は、旧中沢家のほか、名取市内の

児童センター、尚綱学院大学生涯学習センター、仮設

住宅、福祉施設などで開催 しています。11月 6日 に

は、エフエムいわぬまのラジオに出演しました。

会の活動は語りだけにとどまらず、「語りの養成講

座」や「民話まつり」の開催、「音ばなしめぐリマッ

プ」、閑上さいかい市場の復興グッズ「絆まり」の製

作などにも取り組みました。さらに尚綱院大学の皆さ

んと一緒に作成 した紙芝居「かにおうざんものがた

り」他2作品を披露する機会もあり、大人気です。

震災では辛い記憶が亥」まれましたが、懐かしいあた

たかな記憶を呼び起こす活動として、多<の人々から

求められています。

活 動 を続 け る想 ll

音ばなし語りの会の皆さんは、「語り」の技術を磨

くことにも意欲的です。毎月定15」 会も行われており、

このお話についての表現は間違つていないか、皆さん

にもっと興味を持つてもらえる語り方の工夫はないか

など会議は真剣そのものです。

「最近、小学校に招かれて孫にあたる年齢の子ども

たちに、音話を語る機会がありま した。この言語り

が、子どもたちの記憶の片隅に少しでも残って、いつ

の日か思い出してほしいです。『読む』ではな<『語

る』には、語る倶」の言葉に宿る想いや願いがありま

す。それは人が成長する過程では学びとつながるも

の。だからこそ、長い年月にわたって多くの人から支

持されていると思うのです」と岩渕さんは話します。

ある時、会員が新間の読者投稿覧へ『言語りは生き

がいの 1つ。小さな生きがいが寄り集まつて、ほんの

り輝 <こ とを願つています』と投稿 していたことを

知った岩淵さんは、「会の活動を始めて沢山の人たち

と出会えたことを大変嬉しく思っています。これから

も、会が輝きを見つけることができる居場所であり続

けたい」と語つてくれました。

名取昔ばなし語りの会

〒984」 232 名取市大手町四丁目19-11
丁巨L:022-382-1529G当 洪」)

FA× i022-382-1529
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メンタ′Lへ′Lスが求められる社会

NPO法人名取メンタルヘrLス協会

全国には 300万人以上の精神障害に悩む人長が

います。その中で入院している方が 1害」、残り 9害」

の方は外来治療に通つているということが、厚生労

働省「患者調査」 (平成 25年度)で発表されてい

ます。1000人中約3人 (O.3%)が何らかの精神

障害に悩まれています。また、自殺や失業などの大

きな社会問題の原因の一つになっています。身体

の病気とは異なり、精神疾患は検査をしても病気の

状態が数値や画像には表れにく<、 性格や生活環境

なども影響します。病状が改善して退院しても病気

の自己管理を継続して行うことが必要なのです。そ

こでこの退院後の手厚いケアをしているのが、名取

メンタルヘルス協会です。

信頼 こ連 携 の支 援体 制

もともとこの協会は、名取市にある宮城県立精神

医療センターの医師や看護師などの有志職員が集ま

り、退院後の憲者さんの自立・心の安定のために、

平成7年に宮城県精神障害者地i或生活援助事業の共

同生活住居 (グループホーム)と して発足させたの

が始まりです。「ただいま」「おかえり」という日

常の家庭生活の場づくりを大切にして、現在25
名、25歳～83歳の利用者が名取市内5ヶ所で男女

局」に4、 5名ずつ生活しています。食事や掃除など

世話人が5名、薬や通院・ 日常の相談などを担当す

る生活支援員 3名、経理事務員 1名、―人ひとりの

相談に応じ、生活目標に沿つた支援計画を作成・管

理するサービス管理責任者が 1名計 10名のスタッ

フで 25名の利用者を支えます。管理責任者の奈尾

さんは「限られた人数で、一人ひとりの個性に応じ

た対応ができるのは、行政・病院・就労・介護保険

の分野などとの役害」分担と連携のおかげです。」と

教えてくれました。

社会福祉士でもある奈尾さんは、「従来から宮城

県立精神医療センターとの関係が深く、訪間看護等

のバックアップ体制が整つているこの協会は、職員

にとっても心強い支えになつている」と言います。

現在は、精神医療センターをはじめとしたほかの医

療機関からグループホームに入居する方も多く、皆

が自立に向けてここで共同生活をはじめています。

今1名の利用枠に、なんと10名程の希望者が殺至」

しています。さらに、利用者自身と介護する家族の

高齢化も深亥」です。利用者の平均年齢は 55歳、やっ

と医療機関から退院できるとなつても『高齢となつた

両親の元には戻れない』『一人での生活が難しい』と

いう状況の中でも利用者の受入れは簡単ではありませ

ん。協会としては入居希望者の窮状とすでに入居して

いる利用者との相性などを鑑みて受入れをします。平

成 25年からは相談支援事業も開始しており、在宅で

生活している人達のために、名取市から事業所指定を

受けてサ‐ビス等禾」用計画の作成も担っています。

f31れあιlの場 を広 Iずるために

今後の目標は、地l或 における障害者の社会参加を促

進する活動です。そのためにはまず、仲間としてふれ

あい集うためのサロンを確保することです。皆さんが

来てくれるかどうかはわかりません。でも、想いは無

理に伝えるのではなく、自然に伝わることが大事。

『時間はかかるけど、何気ない日常の中で一人ひとり

が自分らしい生活を送れることを願つている』それが

名取メンタルヘルス協会で支援している皆さんの共通

の想いです。しかし支援する側の人材が不足していま

す。特に、相談支援事業における相談支援専門員が全

国的にも不足しており、名取市においても利用者数に

対する専門員の数が少ないのが現状です。福祉サービ

スの充実のために、支援に携わる人材の育成もこれか

らの課題となつています。

NPO法人名取メンタルヘルス協会

〒9811235 名取市名取が丘二丁目10番 1号

TEL:022-382-7790
FAX:022-383-5937
巨―ma‖ :lnatrnh― ∩r(Dgalaxy oc∩ ∩e/ip

▲ 雷神山でみんなと交流
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●

'7月

2,日 (金 )

第 1部 「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。

第2部 「市民活動あれこれ情報交換会

～千―ムカを引き出そう ′～」

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 !

波多野卓司さん (中小企業診断士)

名取市役所6階 東倶」会議室

第1部 13:30～  第2部 15:40～
20名 (先着順)

無料

名取市内で活動するNPOや市民活動団

体のメンバー、市民活動に興味のある

方など。

● 17月 28日 (金 )

「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本目談

に、経験豊富な相談員が対応します。

相談員 大久保朝江さん

(NPO法人社の伝言板ゆるる代表理事)

● 12月 18日 (本 )

「市民活動団体のためのIT相談会 」

組織運営や広報、そして日長の活動に、もっと

IT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)

※ 以下は両日とも共通です

名取市市民活動支援センター

13:30～ 17:○○ (1団体1時間)

先着3団体 (予約制)

無料

名取市内で活動するNPOや市民活動団

体のメンバー、市民活動に興味のある

方など。

～新施設利用 についてのお知 らせ～

新設の支援センターの工事は、現在順調に進んでいます。来年4月から使用でき

る予定です。建物は、以前と同じ2階建てで、情報交流室をはじめ、大 0中 0小会

議室や印昂」作業室そして貸事務室などがあります。予約により貸出する会議室・

ホールについては、使用日の3ヶ月前から申請でき、来年 1月から受付が始まりま

す。申請については、市の広報やHPなどでお矢□らせします。

また、次号では施設の利用についての紹介も予定していますのでお楽しみに !

師

所

間

員

料

象

講

講

場

時

定

受

対

所

間

員

費

象

ホ
刀

場

時

定

参

対

日

行

数

集

先

行
　
御
　
創

発

発

発

編

間

平成 26年 11月 15日

名取市市民活動支援センター

1,000音洒

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:∩。○@∩atori― ∩poce∩ ter orip

Blog:http://blog ca∩ pa∩ J∩fo/∩ atori


