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 わらいの館四季 

一面の田園地帯、稲穂の黄金色と広い畑と
裏山。懐かしい故郷を感じる風景が一面に広
がる迫町新田字井守沢。そこに高齢者のディ
サービス「わらいの館四季」と児童ディサー
ビス「わらいの郷」の２棟が建っています。 
「地域のおじいちゃんもおばあちゃんも子

どもたちも赤ちゃんも、障害があってもなく

ても、いろんな人たちが一緒に楽しく過ごす
場所。大家族で過ごすような自然な形での福
祉施設を作りたい！」と、理事長の白石弘美
さんは、退職金で自宅を改装し、平成１８年
８月に NPO法人わらいの館四季を立上げ、デ
ィサービスを始めました。 
もともと違う分野で仕事をしていた白石さ

んは、民家の一つ屋根の下に、障害者も高齢
者も子ども達も集い、大きな家族のように地
域で楽しく暮らす「富山型ディサービス」に

出会い、この地で、安心して地域で暮らせる
理想郷をめざして団体をたちあげました。で
も、開設するまでは、宮城県では前例のない
施設形態である上、白石さんにとって畑違い
の分野であったため、信頼を得るまでに困難

も多くありました。しかし、「富山型ディ
サービス」の創始者である惣万さんの応
援があり、平成 18年に「富山型ディサー
ビス」の宮城県第 1号となりました。 
「わらいの館四季」は、年中無休で受

け入れ、介護サービス利用の高齢者や障
害のあるお子さんたちと 13 人の職員が
日々過ごしています。そして平成 21年 9
月からは、近くでもう一つの居場所「わ

らいの郷」も始めました。 
地域で見守られながら、地域の新鮮な

食材を頂き、その日その日の天候に合わ
せてやりたい事をする。普通の家に障害

者も高齢者も垣根なく、自然な形でつながる
「ひとつの家」です。子どもたちがおじいち
ゃんに将棋を習ったり、助け合ったりしなが
ら、頼って頼られてそれぞれの役割と居場所
を見つけて、ずーっといたくなる場所。集団
生活で管理されて自分の意思表示もできなか
った障害のある子が、家庭的であったかい雰

囲気の中で自分を取り戻し、自らいろんなこ
とを発信することができるようになった例も
ありました。 
白石代表さんは、「高齢者と障害者とそれぞ

れ別に受け入れている施設が多い中、この富
山型のディサービスは難しい部分もあります
が、利用者さんからは、とても助かるという
声も多く頂きます。もっと富山型をする事業
所が近くに増えたらいいなと思っています。」
と話しています。 

 

 

 

■ＮＰＯ法人わらいの館四季 
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★地域通貨ポートンで繋がりを生む 

座・ハイカラ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 震災後、顔の見える人と人のつながりの大

切さを実感して、お金では換えられないお互

いの助け合いが、再認識されています。その

顔の見える共通の志のあるメンバー間で、物

品やサービスなどを流通させる、お金と“同

等の価値”、あるいは“全く異なる価値”があ

るものとして発行される「地域通貨」も重要

な仕組みです。 

登米市でも、地域通貨「ポートン」を活用

して地域コミュ

ニティの交流を

進 め て い る

「座・ハイカラ」

があります。代

表世話人の鈴木

隆彦さんは、地

域通貨が日常で普通に使われ、地域のつなが

りを広めていく事を願い、2001 年 11 月 22

日、住民有志の参加で立ち上げました。その

きっかけは、鈴木さんが、当時地域通貨の先

進的な取り組みをしていた「西千葉ピーナッ

ツクラブ」の活動を知り、訪ねたことでした。 

ハングル語で「普通」を意味するポートン

を交換単位とした地域通貨は「物々交換」と

いうより「サービスを通じた顔の見える交流」

が目的。商品やサービスの一部を地域通貨で

あるポートン（１ポートンは１円の価値）を

使い、交換します。たとえば、農家さんの農

繁期の収穫作業や草取りを手伝う事で得たポ

ートンをヨガ教室の参加費のうちから 20％

程度をポートンで支払うなどの交流で使われ

ています。鈴木さんは「このつながりは様々

な異業種のメンバーが関わっていて、普段の

生活で関わりのなかっ

た人たちともつながる

事が出来ます。地域通貨

のメンバーにならなく

とも、地域通貨の考え方

が広がることが大事だ

と思っています」と語っ

ています。2012年度の登録者数は 65名、年

間 25 万ポートン程度が地域通貨として使わ

れています。 

日頃ポートンの考え方を広めることも重要

です。毎年春と秋に米川生産森林組合と「座・

ハイカラ」の共催で森林イベントが開催され

ます。10 年目となる今年は、秋晴れの 10 月

20日、南三陸町から震災語り部として工藤真

弓さんをお招きし、「舞茸狩りと震災語り部」

が開催されました。自らの津波体験をもとに

後世に伝えたい思いを「紙芝居」として上演

し、なにげない子供の一言から生きる支えを

教えられたこと、人のあたたかさや自然の美

しさから生きる意欲を取り戻せたこと等、体

験を語りました。山の幸と森林体験で自然の

恵みを感じながらリフレッシュでき、地域通

貨も体験できる毎年の恒例行事。森林・地域

通貨・震災という３つのキーワードで実施さ

れた今回の企画は、未知の人々との出会いも

演出されていました。 

 

 

 
■「座・ハイカラ」 

 登米市登米町寺池三日町１４ 

 TEL 090-7791-8920(鈴木代表) 

 E-mail suzuryu@yacht.ocn.ne.jp 
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とめ移民活動プラザでは、毎月、市民活動無

料相談会を開催しています。これまでの相談者

は女性が多く、その中から、登米市で活動して

いる女性リーダーとの情報交換がしたい、という

声を聞きました。そこで、女性の NPO 関係者の

つながる場づくりとして、10月24日(水）10時から、

とめ市民活動プラザの交流サロンで「NPO 女子

交流会」が開催されました。 

参加者は、紅茶や季節の洋菓子をいただきな

がら、それぞれ、自己紹介や活動している内容

や日々感じている事などを話しました。皆さんの

活動への想いを聞き、深くうなずいたり、知って

いる情報を提供したり、アドバイスし合うなど、話

が弾みました。スタッフも入って 9名のおしゃべり

は続き、あっという間に 2 時間が過ぎてしまいま

した。その後、名刺交換も行われ、和気あいあい

の閉会となりました。 

参加した皆さんからは、「新鮮な情報を得るこ

とができた。」「ネットワークが広がっていきそうで

うれしかった。」などの声をいただきました。 

日頃、登米市で活動している方々でも、今回

の参加者はお互い初めて会う人たちも多く、新し

いつながりもできました。今後、とめ市民活動プ

ラザは、市民活動している方々をつなぐ場所とし

て交流の機会を作って行く予定です。

 

 

 

とめ市民活動プラザ主催の第 1回目の講座を 11

月 8日、開催しました。  

自分の活動にあう助成金は？ 助成金の申請

書をどう書いたらいいの？など、NPO 活動を継

続して行うために必要な資金調達の仕方を学び

ました。講座の運営が初めてのスタッフは、広報

にも力が入り、お陰さまで 20名の参加者となりま

した。 

なぜ助成金が必要なのか、その活動がどうし

て必要なのか、その解決方法は適当か、それに

はどれだけの資金が必要か、などストーリーを追

って書かれていくことが、助成をする側に伝える

には重要である、と講師の大久保朝江さんから

話されました。アンケートからは、もっと助成金の

違いについて聞きたい、個別に面談して聞きた

いという声もありました。 

11月から 12月にかけて助成金の募集が出て

いる助成金情報の一覧を示したことから、早速

自らの団体の事業に見合う助成金に目

を凝らしていました。

 

■休館のお知らせ■ 

とめ市民活動プラザは 

平成 24年 12月 29日（土） 

～平成 25年 1月 3日（木） 

年末年始の休館になります。 
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■「サンタさんに届けよ！ありがとー」 

①立体クリスマスツリーカードを作ります。 

日時: 12月 15日 10時〜12時ごろまで 

参加費: 500円 

②「笑って笑って 『わっはっは』は健康の種」 

ラフターヨガ（笑いのヨガ）を、みんなで笑って 

体も心も元気いっぱい！ 

日時: 平成 25年 1月 26日 10時〜12時 

参加費：300円 

場所: 手のひらに太陽の家（登米町寺池辺室山） 

問合せ先：手のひらに太陽の家  

0220-23-9755菅邊（すがべ）佐藤 

■12月交流会イベント「X’mas party 2012」 

ビュッフェディナー＆飲み放題、生バンド演奏や

レクリエーションゲームなどのパーティーイベント。 

①クリスマス気分でみんなで盛り上がりましょう！！ 

日時：12月 9日（日） 17：00～19：30 

場所：ライブホール セブンダイヤモンド 

（迫町佐沼字下田中５３－７） 

対象：20歳～40歳の独身男女 

参加費：女性 2000円 男性 4000円 

定員：30名程度 （事前申込み要 前日〆切） 

②「コミュニケーション力 UP！話し方のコツ講座」 

元ＮＨＫキャスター現在フリーアナウンサーの青

山奈津子さんによる自分磨きセミナー 

日時：12月 15日（土）13：00~15：00 

場所：迫公民館 視聴覚室 （迫町佐沼字中江） 

対象：20歳以上の独身の方 

参加費：無料（事前申し込み要） 

問合せ：ＮＰＯ法人ワーカーズコープ 

TEL：080-3193-2266  

MAIL：tomekonkatsu@yahoo.co.jp 

■☆小学生親子スキー教室募集☆ 

ウィンタースポーツにチャレンジ！指導者がいるから

初心者でも大丈夫！ 

日時：平成 25年 1月 27日（日） 

場所：いちのせき健康の森・まつるべスノーランド（予定） 

参加料：800円（レンタル・リフト券代等は各自負担） 

問合せ：なかだスポーツクラブ“パティオ” 

TEL：0220-34-4910（日・月・祝祭日休み） 

※受付 1月 8日（火）スタートです  

■クリスマス会ボランティア募集  

12月 19日に生活介護でクリスマス会を行います☆ 

会を盛り上げて頂くお手伝いの方を募集します。 

日時：12月 19日（水）午前 10：00頃～午後 3：00頃 

会場： どんぐりの家 

問合せ：TEL 0220-58-4243 

■三味線と語り 

楽しいお話を聞きに来ませんか？子どもも大人も、

一緒でも！お一人でも！どなたでも、お待ちしてい

ます。 

日時：12月 26日（水）夜 7時から～ 

場所：登米祝祭劇場 2F練習室 3 

参加費：無料 

主催・問合せ：コミュニケーションタイム 

         TEL:090-7667-7828(太田） 

■ 初春の野菜大市 

～直売所、レストラン、パン工房でお買い物合算

￥1,000 以上で先着 150 名様に「外れナシ」にて野

菜、果物、加工品をプレゼントします～ 

開催日： 平成 25年 1月 20日（日） 

場所： 道の駅みなみかた 

＊特別企画は毎月第三日曜日に開催しています。 

問合せ： ＮＰＯ法人「もっこりの里」 

     ＴＥＬ：0220-58-3111 

■登米市セカンドライフ講座【予告】 

お手伝いします あなたの地域デビュー！あなたの

経験を地域のために。ぜひ、あなたの力を生かして

ください！ 

講座① NPO入門  期待されていますシニア世代 

日時： 1月 23日（水）14：00から 

講座② NPO基礎講座 地域活動に自分を生かそう 

日時：2月 13日（水）14：00から 

募集定員:先着１０名  

応募資格等：２講座受講が基本 

概ね５０歳以上で地域活動に関心のある方 

問合せ：とめ市民活動支援協議会 

登米市市民活動支援課 TEL0220-22-2173 

とめ市民活動プラザ  TEL0220-44-4167 

☆市民活動イベント情報募集☆ 

現在、2月号発行のお知らせに掲載する 2月 10日～4月 10日の市民活動情報を募集しています。 

お知らせ 

とめ市民活動プラザニュース ぷらっと・とめ 

発行日：2012年 12月１日      発行部数：2000部 

発 行：とめ市民活動支援協議会  編 集：とめ市民活動フォーラム 

〒987-0511 

登米市迫町佐沼字南元丁 41-5  

TEL;0220-44-4167(FAX兼) 

E-mail:npo@tome-shiminplaza.jp 

     ★市民活動無料相談会★ 

NPO 法人の設立に関わることや市民活動団

体の運営に関する相談を経験豊富な専門家

が対応します。お気軽にご相談ください。 

１２月１４日(金)・１月２４日(木)・２月１４日(木) 

◆ 相談対応：大久保朝江 
（みやぎ NPOプラザ館長） 

◆ 時間：10時～18時 

◆ 場所：とめ市民活動プラザ 

◆ 要予約（相談時間：各団体約１時間） 

◆ 申込先：TEL0220-44-4167 

1２/14 
（金） 


