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まちづくりに
ご活躍の
みなさまを
紹介します！

　皆さんの地域の町内会や自治会などでは、環境美化などのコミュニティ活動が盛んに実施されている
ことでしょう。そのような活動の中で、こんな施設や備品があったら、もっと活動が活発になるのにと
思ったことはありませんか。
　財団法人自治総合センターでは、宝くじの受託事業費を財源とし、市町村を通じて、地域の町内会、
自治会の活動への助成を行っています。

あなたのまちの
コミュニティづくり

一般
コミュニティ
助成

コミュニティ
センター
助成

青少年
健全育成
助成

青少年の健全育成を目的
に地域で実施する親子参
加型のソフト事業への助成
です。

地域住民の共同活動の拠
点となる多目的な総合施設
の整備事業への助成です。

地域的な共同活動に必要
な施設・設備の整備事業へ
の助成です。

　各種野外活動の実施、スポー
ツ・レクリエーション大会の開催な
どが対象となります。

　コミュニティセンターの新築及
び修繕、その施設に必要な備品等
が対象となります。

　環境美化・文化学習・体育・レクリ
エーションなど様々な活動で使用
する備品が対象となります。

白石市（わんぱく少年教室）美里町（起谷行政区）名取市（増田中央町内会）

みやぎ花のあるまちコンクールみやぎ花のあるまちコンクール

も く じ

受賞団体

　花づくりや緑の育成を奨励することにより、｢ふれあい｣
と｢思いやり｣のある人づくり・地域づくり、そして、美しい
ふるさと『みやぎ』づくりを推進するため、｢みやぎ花のあ
るまちコンクール｣を実施しています。
　今年度は10件の応募があり、審査の結果、次の団体が入
賞しました。
おめでとうございます！！
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　角田市東町花の会を立ち上げてから２４年が経ちました。会
員数は、結成当初からは少なくなっていますが、現在では会員の
ほか、老人会、子ども会、振興会等を巻き込み、様々な人たちの
協力を得ながら活動しています。例えば、会員の旦那さんが手
持ちの耕運機を持込んで土壌を耕してくれたり、花植えの忙し
い時期には老人会のメンバーが手伝ってくれたり、夏の草取り
の時期には、子ども会の行事として親子で参加してくれるなど、
地域の方々の協力があるからこそ継続し活動できているのだと
感じています。

地域の中の荒地を少しでも減らし、和みの場所づくりができたらという思いから、平成２年に「角田市東
町花の会」を立ち上げ、長期にわたり活動を続けられています。現在は、1800平方メートルの広大な敷
地に、季節ごとにデザインされた色とりどりの花壇をつくり、道行く人々に癒しの場を提供されています。

森 愛子 様にお話を伺いました

みやぎまちづくり情報紙

平成２５年度すばらしいみやぎを創る運動功績者
【個人の部】受賞者紹介

地域の人々を巻き込んだ「花づくり」

　子ども達にＴＶゲーム等ではなく、自分で紙や竹などを使って
身近にある物から遊ぶための道具をつくるなど、私が子どもの
頃に当たり前にやっていた遊びを現代に戻したいと１０年前に
「角田市子どもフェスティバル」を始めました。以後、毎年開催
し、子どもが遊ぶことを目的とするだけでなく、昔遊びのプロで
ある地域のおばあちゃんやおじいちゃんにも参加してもらい、昔
遊びを教わりながら交流を深める場となっています。
　また、会場内に子ども達が自ら考えた遊びを発表するブース
を出店させることにより、大人の考えを押しつけることなく、子
ども達の創造力を引き出す場となるよう心がけています。

荒井 秀一 様にお話を伺いました

昔遊びを通じて子どもの創造力を引き出したい！

　作業後に、花壇付近にある東屋（休憩所）でみんなが持ち
寄ったお菓子を食べながらお茶のみ話をするのが本当に楽しい
です。その前を偶然通りかかった人達も交えて、みんなでにぎや
かにお話しながら手入れした花壇を眺めていると、疲れも吹き
飛んでいってしまいます。
　花壇で作業をしていると、「きれいに咲いているね。」「いつも
ご苦労さん！」と道行く人々が声をかけてくれます。そのような
温かい声や、みんなで共有するひとときは、これからも頑張って
活動しよう！と思える励みになっています。

活動の励みとなるもの

　「金津の七夕」は、藩政時代から行われている歴史ある行事
で、古今和歌集の和歌を歌いながら提灯を持って練り歩き、そ
の年の豊作や子どもの成長などを祈願するものです。子ども
達は、その行事のために自分達でお金を集め、材料を購入し、決
算報告をするなど、疑似社会の中で金銭教育ができるような仕
組みにもなっています。行事には、約２０年前から角田市と姉妹
都市である北海道栗山町の子ども達に交流事業の一環として
参加してもらっており、とても活気づいています。角田市から県
外に引っ越した人達の中には、この行事に参加するために帰郷
する人もおり、地域の人々が集まるセクションとなっています。 
　今後も伝統ある「金津の七夕」行事が末長く続いていくよう、
見守り、サポートしていけたらと思っています。

子ども主体の地域行事「金津の七夕」

　東日本大震災の発生直後に、千葉県の友人から「テレビの映
像を見ているが、宮城県沿岸部は大変なことになっている。町
内会で集めたお金を送るから、そのお金で被災した人達が本当
に必要としているものを届けてほしい！」と連絡を受けたことが
きっかけで復興支援活動が始まりました。
　まずは、被災者の方々が何を必要としているか情報収集から
始めました。そんな活動を始めたものの、まだまだ手探りの状態
でいる中、被災地で教員をしている知人から「子ども達は、パン
や牛乳などの支給はあるが、温かい食べものが無いため、食事
がのどを通らない状況にある。温かいものを食べさせてほし
い。」との依頼があり、鍋とカセットコンロ、食材等を購入して学
校に赴き、温かい食事を振る舞いました。「温かいものが食べら
れる！」と涙を流して喜ぶ子ども達の姿に、「もっと頑張らなけれ
ば！」と背中を押される思いでした。

代表（委員長）の佐々木京子 様、メンバーの皆さんにお話を伺いました

復興支援活動のはじまり

　「被災地の方々につきたての美味しいお餅を提供したい」と
千葉県内の町内会会長から相談を受けたことをきっかけに、被
災地の仮設住宅等で餅つき大会を開催しました。地元の皆さん
と千葉県の皆さんが力を合わせて餅をつき、私達が、あんこ、納
豆、お雑煮などの味付けをして提供すると、あっという間に餅は
なくなり、大盛況でした。
　気仙沼の仮設住宅で餅つきをしている最中、地元の方に「つ
きたての白いお餅を分けてもらえませんか？」と声をかけられま
した。気仙沼では小正月に、水木などの木の枝に色付けした餅
を付けて飾る風習があり、飾り付け用のお餅として使用したい
とのことでした。久々に触れることのできた地元の慣習に、飾り
付けをする皆さんの顔は笑顔で溢れていて、見ている私達もと
ても幸せな気持ちになりました。

千葉県内の町内会と共に開催した「餅つき大会」

　亘理町にある仮設住宅の集会所で手芸教室を開催したとこ
ろ、定員を上回るほどの応募がありました。参加者からは、「顔
なじみができた。」「おしゃべりしながら作業ができて気分転換
になった！」などの嬉しい声がありました。
　手芸教室に参加するだけでなく、参加することに少しでも楽
しみを持ってもらいたい！との思いから、「調味料」や「麺類」、
「雑巾」など、すぐに使える日常生活品をお土産として準備する
など、様々な工夫をしました。

仮設住宅で手芸教室を開催

活動メンバーの声
　復興支援活動への取り組みは、子育てをしてきた普通の
主婦達にとって初めての経験が多く、戸惑うことが沢山あ
りました。新たに試みようとすると、うまくいかないことが多
く、その度に落胆しそうにもなりましたが、仲間に支えられ、
活動を実施することができました。
　それぞれの得意分野である「編み物」「お料理」などを
活かしながら、仲間同士の結束を深められたこの活動は、
私たちにとってかけがえのない貴重な経験となりました。

森氏の紹介

　平成１０年５月に藤尾地区子ども会育成会会長に就任、以後、角田市子ども育成会副会長、同会会長を歴任され、子ど
も達の自ら考え創造する力を育むことを目的に「角田市子どもフェスティバル」を始められました。その他にも、すばらし
い角田を創る協議会副会長、金津七夕保存会副会長を務められるなど、地域の活動に積極的に取り組んでおられます。

～子ども主体の地域行事を通じてクリエイトする力を育てたい～
荒井 秀一 氏（角田市）

平成２５年度すばらしいみやぎを創る運動功績者
【個人の部】受賞者紹介

荒井氏の紹介

代表の佐々木氏は、仙台市体育館を拠点として６０歳以上の女性対象としたダンスサークルを立ち上
げ、その後、ダンスサークルメンバーと共に平成１９年に富沢生活学校を設立されました。ダンスサークル
活動のほか、老人ホーム等でのボランティア訪問活動や震災復興支援活動などに取り組まれています。

～他団体と連携した震災復興支援活動～
富沢生活学校（仙台市）

平成２５年度すばらしいみやぎを創る運動功績者
【団体の部】受賞者紹介

富沢生活学校とは

仮設住宅集会所でアクリルたわしの
作成を行いました！

（平成24年2月～平成26年1月）

荒浜地区復興祭での餅つき大会の様子

平成25年度すばらしいみやぎを創る運動功績者（団体）
奥州角田高蔵太鼓保存会（角田市）
サークルコロッケ（東松島市）

～地域みんなでつくる花づくり～
森 愛子 氏（角田市）

平成25年度すばらしいみやぎを創る運動功績者（個人）
北野原　文子　氏（角田市）

「心の通い合う地域
を創る運動」

「美しい生活環境を
創る運動」の活動

県民運動

「心の通い合う地域
を創る運動」

「地域文化を大切に
する運動」の活動

県民運動

「心の通い合う地域
を創る運動」

の活動

県民運動

すべて

手作り
です
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　本協議会常任委員である宮城県生活学校連絡協議会会長の祝前清美氏が平成２５年度
春の叙勲「旭日双光章」を受章されました。
　長年にわたりすばらしいみやぎを創る運動にご尽力いただきました。これからも健康でます
ますご活躍されますことを期待いたします。

みやぎまちづくり情報紙

　今年度で４７回を迎えたすばらしいみやぎを創る運動「県民のつど
い」が、平成２５年１１月１９日ホテルメトロポリタン仙台で開催され、県
内各地からまちづくりリーダーや防犯団体関係者など約２３０名が参
加しました。冒頭の表彰式では、長年本運動に功績のあった３名・３団
体と本年度の「みやぎ花のあるまちコンクール」の入賞者に表彰状と
記念品が贈られ、その栄誉が称えられました。
　活動紹介では、ＮＰＯ法人亘理いちごっこ代表理事の馬場照子氏よりお話をいただきま
した。東日本大震災後、被災された方やボランティアの方への食事提供をきっかけにコミュ
ニティレストランを立ち上げ、地域の人々が集える場所を提供しているお話などをご紹介
いただきました。
　引き続き行われた記念講演では、防犯漫才「犯罪はしない　させない　見逃さない」と
題して漫才師の林家ライス・カレー子氏からご講演をいただきました。｢Ａあたりまえのこ
とを｣｢Ｂバカにしないで｣｢Ｃちゃんとやる｣安全・安心なまちづくりのＡＢＣ原則の紹介をは
じめ、現在の犯罪の傾向を楽しくわかりやすく、軽快なリズムでご講演いただきました。

塩竈市防犯協会連合会では、自転車の盗難被害を
防ぐため、自転車の点検活動を実施しています！

気仙沼市松崎柳沢（上沢）地区の仮設住宅では、
各世帯への見回り活動を行っています！

漫才師 林家ライス・カレー子氏
の記念講演

鎌田会長より受賞者に表彰状を授与

宮城県生活学校連絡協議会会長のあいさつ

福住町町内会会長の菅原康雄氏の講演会場の様子 参加者も積極的に意見交換を行いました

平成25年度春の叙勲「旭日双光章」
受章おめでとうございます！
平成25年度春の叙勲「旭日双光章」
受章おめでとうございます！

◆すばらしい角田を創る協議会
　（角田市教育委員会生涯学習課内）

◆すばらしいおながわを創る協議会
　（女川町教育委員会生涯学習課内）

角田市ボランティアの方々が女川町小乗地区の

仮設住宅に出向いて、地元住民と一緒にプラン

ターへ球根や花苗の寄せ植え作業等を行いまし

た。その後、地元住民が振舞ったさんまのすり身

汁を食べながら交流を深めました。

《角田市協議会・女川町協議会交流事業》

被災地の防犯ボランティア活動の再生のため、
宮城県と連携しながら防犯用品の貸与を行っています。
平成２５年度は、下記８団体に反射材付きのジャンパーを合計470着、
腕章を合計390個貸与しました！

被災地の防犯ボランティア活動の再生のため、
宮城県と連携しながら防犯用品の貸与を行っています。
平成２５年度は、下記８団体に反射材付きのジャンパーを合計470着、
腕章を合計390個貸与しました！

被災地の防犯ボランティア活動の再生のため、
宮城県と連携しながら防犯用品の貸与を行っています。
平成２５年度は、下記８団体に反射材付きのジャンパーを合計470着、
腕章を合計390個貸与しました！

被災地の防犯ボランティア活動の再生のため、
宮城県と連携しながら防犯用品の貸与を行っています。
平成２５年度は、下記８団体に反射材付きのジャンパーを合計470着、
腕章を合計390個貸与しました！
◆すばらしい石巻を創る協議会　◆塩竈市防犯協会連合会　◆気仙沼市民憲章推進協議会　◆名取市防犯協議会
◆多賀城市防犯まちづくり推進協議会　◆亘理町防犯協会　◆七ヶ浜町防犯協会　◆すばらしいおながわを創る協議会

◆すばらしいつやまを創る協議会
　（登米市津山教育事務所内）

登米市津山町内の仮設住宅において、南三陸町から

の仮設住宅入居者と地元との交流を深めようと、プラ

ンターへ花苗の寄せ植え作業を行い、登米市津山町

内の仮設住宅へ提供しました。

◆すばらしい南方を創る協議会
　（登米市南方総合支所市民課内）

登米市南方町内の行政区や公民館にて救命応急手

当や自主防災リーダー養成研修会を実施し、地域の

防災力を高めるとともに、避難している被災者と地元

住民との交流の場をつくりました。

明るく、住み良く、安全で安心な地域社会を目指して

第47回 すばらしいみやぎを創る運動
「県民のつどい」
～安全・安心まちづくりフォーラム～

　平成２５年９月４日～５日の２日間、ホテル松島大観荘にて｢平成２５年度
生活学校・生活会議運動東北・北海道ブロック研究集会｣が開催され、宮城
県をはじめとする生活学校メンバー中心にまちづくり関係者約１７０名が
集まりました。
　はじめに行われた基調講演では｢福住町町内会震災記～隗より始めよ
～侮るな地域力｣と題して、仙台市宮城野区福住町町内会会長の菅原康
雄氏からご講演をいただきました。震災前から取り組んでいた「住民自ら
が災害に備えた地域づくり」が東日本大震災時にどのように活かされたの
か事例をあげてお話いただきました。
　引き続き行われた分科会では、｢仮設住宅復興支援活動と今後の課題｣
｢地域に広げる子育て活動｣｢環境にやさしい暮らしの実践から｣など４つ
のテーマに分かれて活動事例発表や意見交換が行われました。

助け合い支え合う地域づくりを！

平成２５年度 生活学校・生活会議運動 東北・北海道ブロック研究集会

「心の通い合う地域
を創る運動」

「美しい生活環境を
創る運動」

「安全で安心なまち
を創る運動」の活動

県民運動

「安全で安心なまち
を創る運動」の活動

県民運動

T O P I C S
すばらしいみやぎを創る協議会では、率先して復興支援
活動に取り組む関係団体へ活動費の助成を行いました！
すばらしいみやぎを創る協議会では、率先して復興支援
活動に取り組む関係団体へ活動費の助成を行いました！
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　方言を知っている人が高齢化し、方言を伝えていくのは今し
かない！との思いでこの会を立ち上げました。核家族化が進み、
方言が忘れ去られようとしている現代に、なんとか形として方
言を残したい気持ちがありました。

今年度は、方言を語り残そう会（名取市）、上川名地区活性化推進組合
（柴田町）、小泉地区の明日を考える会（気仙沼市）の３団体が受賞されま
した。今回は、方言を語り残そう会をご紹介します。

代表の金岡律子 様、活動メンバーの皆さんにお話を伺いました

みやぎまちづくり情報紙

方言は心が温かくなる魔法のことば
方言を語り残そう会（名取市）

｢方言を語り残そう会｣の発足

　小学生向けの方言かるたの句を募集するため、老人クラブや
デイサービスの集まりに直接声掛けをしたところ、４２７句もの
応募がありました。その中には、大人向けや個性的な句も入り
混り、選定作業はとても楽しい時間となりました。
　４５句を選定した方言かるたが完成し、館腰小学校でかるた
大会を開催しました。子ども達は方言が理解できなくても、１枚
でも多く取りたい一心で、読み上げる方言を真剣に聞き、かるた
に飛び付く姿がありました。おかげ様でかるた大会は大盛況と
なりました。

子ども向けの｢名取方言かるた｣を作成

　仮設住宅等のボランティアを通して、被災された皆さんの声
をそのまま文字として残したいとの思いが強くなり、震災当時の
ありのままの気持ちを綴った震災五七五の方言句集「負げねっ
ちゃ」と、これからを前向きに力強く生きていくための気持ちを
詠んだ方言詩集「生ぎるっちゃ」の２つを作成しました。思いの
ほか反響が多く、「思いが伝わり涙がとまらなかった」との共感
の声をはじめ、「震災を忘れないためにも多くの人々に手渡る
よう増刷してほしい」、「海外にも伝えました」など信じられない
ような嬉しい声がありました。

「方言」と「震災」を後世に残したい

　かるた大会を開催した直後に東日本大震災が起きました。こ
んな時だからこそ活動しなければ！とすぐに避難所に向かい、方
言かるたのボランティアを開始しました。かるたを通じて方言を
聞いたおばあちゃんからは「昔を思い出した」との声や、「こうい
う方言があってね…」と子ども達に方言を教える人々の姿も見
られ、避難所になつかしい響きを届けることができました。
　また、震災直後から仮設住宅で月１回のボランティアを行って
おりますが、方言を知っているお年寄りと話していると、方言で
の会話が弾み、とても楽しいです。元気を与えるつもりが逆に皆
さんからパワーをもらっています。

　広域石巻圏の西端にある東松島市（人口約4万人）には大き
く分けて8つの地区があり、地区ごとに設置されている自治協議
会が中心となって「市民協働のまちづくり」に取り組んでいます。
　その一つである大曲地区は東松島市の東南に位置し、16行
政区から成る人口約6千人の地区です。南側が太平洋に面し、
平坦な地形や温暖な気候等の恵まれた自然環境を有している
ことから、農業と漁業を中心に発展してきました。本地区におけ
るまちづくりの主体である「大曲まちづくり協議会」は、地区民全
員を会員として平成20年9月に設立された自治協議会です。
　平成23年3月11日の東日本大震災では、その地理的条件か
ら地区内全域が浸水被害を被るなど、市内でも大きな被害を受
けた地区の一つです。結果、地区民の多くが仮設住宅等での暮
らしを余儀なくされて離ればなれになってしまっただけでなく、
地区民が集う機会であった各種イベントに使用する備品も流失
や破損し、地区内のコミュニティの崩壊が危惧されていました。

　平成２５年１０月３０日に柴田町で、防
犯ボランティア関係者などを対象に「犯
罪のないみやぎ安全・安心まちづくり
リーダー養成講座」を開催しました（平
成２６年３月２８日に多賀城市でも開催
予定）。
　講座では、「地域安全マップ」の考案
者である立正大学の小宮教授を講師と
して招き、地域安全マップの作成を通じ
て「犯罪機会論」を学びながら、犯罪が
発生しやすい場所と犯罪が発生しにく
い場所を判断する視点を養いました。

東日本大震災によるボランティア活動

活動メンバーの声
　小学校に出向いて方言化した名取昔話をすると、子ども
達は目を輝かせながら話を聞いてくれます。毎年、子ども
達が「感謝状」に手作りの折り紙や工作品を添えて、感謝
の気持ちを伝えてくれるのがとても嬉しく、今ではこの活
動が私たちの生きがいとなっています！

かるたに夢中になる子ども達

活動に対する激励のお手紙

※協力いただいた活動メンバーの皆様　中澤和男さん、大友忠志さん、
　清水みねさん、本郷紀子さん、金岡國雄さん、相澤美恵さん（ＦＭ名取）

あしたのまち・くらしづくり活動賞 振興奨励賞受賞！
（主催：公益財団法人あしたの日本を創る協会）

○活 動 場 所： 名取市内の小学校、仮設住宅、老人保健施設など
○活 動 内 容： 平成２３年  ３月 小学生向けの名取方言かるたを作成
 平成２３年４月から 仮設住宅ボランティア活動を開始（現在も継続中）
 平成２３年１０月 大震災五七五句集「負げねっちゃ」発行
 平成２４年１０月 名取昔ばなしを方言化「名取ざっと昔（１）」完成
 平成２４年１０月 詩集大震災を乗り越えて「生ぎるっちゃ」発行
 小学校やなとり災害ＦＭラジオなどで方言化した名取昔話を語り伝えている。
○活動メンバー 約２０名

　宮城県では、犯罪のない安全・安心な地域社会の実現を目指した県民運動を推進しています。
　安全に安心して暮らすためには、行政や警察の活動に加え、県民の皆さんが、「自らの安全は自らが守る」、「地域
の安全は地域で守る」という意識をもってまちづくりに取り組むことがとても重要です。
　東日本大震災から立ち上がり、安全・安心に暮らせるまちの実現に向けて、県民の皆さん一人ひとりが手を取り
合い、協力して、安全・安心まちづくり県民運動を進めていきましょう。

犯罪のないみやぎ
安全・安心まちづくり県民運動
犯罪のないみやぎ
安全・安心まちづくり県民運動

犯罪のないみやぎ安全・安心まちづくりリーダー養成講座犯罪のないみやぎ安全・安心まちづくりリーダー養成講座

　犯罪の多くは「入りやすい場所」、
「見えにくい場所」で起きていると言
われます。
　地域安全マップとは、「入りやすい場
所」、「見えにくい場所」を探してまち歩きを行い、その場所を地図にまとめたものです。
　実際にマップづくりを意識しながら自分のまちを歩くことで、これまで気付かなかった
危険な箇所を発見できたり、危険を予測する能力が身に付きます。また、地域安全マッ
プの作成は、地域社会への関心を高めることにつながり、近隣住民との絆を強める効
果が期待されております。

　大曲まちづくり協議
会は、地区内のコミュ
ニティを再構築すべく
平成24年度にコミュ
ニティ助成事業を活
用させていただき、地
区内の各種イベントで
使用する備品を整備
しました。うすや杵、和太鼓、ポップコーン機、かき氷機、放送機器
等のイベントには欠かせない備品のおかげでいずれのイベントも
大盛況でした。例えば「ふれあい朝市」（平成24年11月開催）で
は約350名、「ふれあい餅つき」（平成24年12月開催）では約
150名というように多数の地区民の参加を促し、地区コミュニテ
ィの再構築を図ることが出来ました。沈みがちな雰囲気の日常生
活の中で、イベントに参加したことにより子どもから高齢者まで
の様々な地区民が笑顔を取り戻していく姿が印象的でした。
　現在、集団移転や被災した土地の再利用など、復興に向けた
様々な課題が山積しております。それらの課題の解決には地区
民同士の理解が欠かせません。これからも地区のテーマである
「ふれ愛　ささえ愛　ひびき愛」を念頭に置きながら、今回整備
させていただいた備品を各種イベントで積極的に用いて、地区
民同士の交流と理解を深めるための活動を行っていきます。

宝くじ普及広報事業
「コミュニティ助成事業」で
備品を整備した団体紹介

『東松島市 大曲まちづくり協議会』
ふれあい餅つき大会の様子

方言を
語り残そう会
の概要

地域安全マップとは
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まちづくりに
ご活躍の
みなさまを
紹介します！

　皆さんの地域の町内会や自治会などでは、環境美化などのコミュニティ活動が盛んに実施されている
ことでしょう。そのような活動の中で、こんな施設や備品があったら、もっと活動が活発になるのにと
思ったことはありませんか。
　財団法人自治総合センターでは、宝くじの受託事業費を財源とし、市町村を通じて、地域の町内会、
自治会の活動への助成を行っています。

あなたのまちの
コミュニティづくり

一般
コミュニティ
助成

コミュニティ
センター
助成

青少年
健全育成
助成

青少年の健全育成を目的
に地域で実施する親子参
加型のソフト事業への助成
です。

地域住民の共同活動の拠
点となる多目的な総合施設
の整備事業への助成です。

地域的な共同活動に必要
な施設・設備の整備事業へ
の助成です。

　各種野外活動の実施、スポー
ツ・レクリエーション大会の開催な
どが対象となります。

　コミュニティセンターの新築及
び修繕、その施設に必要な備品等
が対象となります。

　環境美化・文化学習・体育・レクリ
エーションなど様々な活動で使用
する備品が対象となります。

白石市（わんぱく少年教室）美里町（起谷行政区）名取市（増田中央町内会）

みやぎ花のあるまちコンクールみやぎ花のあるまちコンクール

も く じ

受賞団体

　花づくりや緑の育成を奨励することにより、｢ふれあい｣
と｢思いやり｣のある人づくり・地域づくり、そして、美しい
ふるさと『みやぎ』づくりを推進するため、｢みやぎ花のあ
るまちコンクール｣を実施しています。
　今年度は10件の応募があり、審査の結果、次の団体が入
賞しました。
おめでとうございます！！




