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みやぎ地域づくり団体協議会石巻支部

sweet treat 311
平成 26 年度みやぎ地域づくり団体協議会石巻支部
交流会を 2 月 27 日（金）に開催しました。

震災直後から雄勝地区で炊き出しや子ども達への
学習支援等を実施。

今年は 26 団体 30 名の方々にお越しいただき，4

現在，雄勝地区にある築 90 年の廃校（旧桑浜小学

団体からの活動報告ほのか，３つのグループに分かれ

校）を，宿泊施設を兼ねた体験学習の場

て意見交換会を行いました。

「MORIUMIUS（モリウミアス）」として再生させる
ための活動を展開中。施設は今夏にオープンする予定
で，子ども達の学びの場，交流人口と地域雇用の創出
を図ることを目指しています。

石巻復興支援ネットワーク
「市民ひとりひとりが支えあい，課題をみんなで乗
り越えていけるような社会基盤づくり」を目的に活動。
企業や行政，市民と協働して，様々な事業を展開し

モ リ ウ ミ アス で 働 く
仲間も募集中です！

ています。
特に，市民と協働する「石巻に恋しちゃった♡」
（通
称「石恋」）は，石巻・女川・東松島で，趣味・特技

sweettreat311 立花代表

をもつ地元市民を発掘し，彼らにその道の「達人」と
して講師になってもらい，物作り講座などの体験プロ
グラムを実施するもの。地域の魅力，人の魅力を発掘

パワクロ

し，それを育てること，交流を生むことで地元愛を育

芸能人から寄付され衣類の販売を通して，その収入

み，市民による主体的な復興を加速させることを目指

の一部を被災市町に還元するとともに，被災地に雇用

しています。

を創出することで被災地を支援しています。
趣味・特技をお持ちの
方，石恋の達人になりま
せんか？

顧客となっているのは女性が多く，インターネット
を通じてモノを購入することに抵抗のない世代が中
心。今後は，それらの顧客に対して，石巻地域の「食」
を提案し，購入してもらうことで，石巻地域の復興支
援を継続していきます。

パワクロのホームページも
毎日更新中！のぞいてみて
ください！

石巻復興支援ネットワーク山口 氏

パワクロ 三上代表理事
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宮戸コミュニティ推進協議会

異分野の団体・行政等が繋が
って，継続的に発展しているま
ち。
キャッチコピーは，石巻地域
が「益々」よくなるようにとい
う想いを込め「ますます石
巻」！！

宮戸島唯一の食堂として，島民や観光客，地元で働
く作業員などに食事を提供する施設「げんちゃんハウ
ス」を運営。地元の魚介類の活用を通じた漁業の振興，
観光客への宮戸島情報の発信のほか，震災後に休業し
た民宿の「女将さん」達の雇用の場ともなっています。
今年は，一般社団法人はまのねの協力を得て，新メ

ベビースマイル石巻 荒木代表

ニューを開発。冬限定の「カキランチ」は長蛇の列が
できる人気メニューとなりました。
げんちゃんハウスでお待ちして
います！

宮戸コミュニティ推進協議会 秋山 氏

観光振興を通じて，交
流人口が増加し，「地域
のひとが自分たちの地
域に誇りを持って住み
続けられるまち」として
発展！

参加者の皆さまからは，

パワクロ 三上代表

「こんなに地域づくり活動をしている人が石巻地域
にいたなんて！」
「今まで知らなかった団体と知り合えてよかった！」
大好評の「かきランチ」

という声も聞かれました。これからも，団体の皆様が

は 3 月限定です！

交流できる場を創っていきます。

参加いただいた皆様、
ありがとうございました♡
石巻支部の副支部長を努めて頂いている一般社団

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

法人 ISHINOMAKI2.0 の松村代表が進行役となり行
いました。テーマは，団体の自己紹介を兼ねた団体の
現状報告と団体の方向性のほか，5 年後の石巻地域の
“こうなったらいいな” という石巻地域の理想像。
活発な意見交換が行われ，グループリーダーより発
表をいただきました。

みらいサポート石巻は，東日本大震災の直後に全国
から駆けつけた支援団体のために，情報交換・連携の
場を設けるために業務をスタートさせました。
設立以降，地元の団体として，全国から集まるボラ
ンティア団体が効果的かつ円滑に支援活動を展開す
るための調整役を担い，また，地元のネットワークを

多様な人たちが活躍する，暮
らしやすいまち，防災教育のメ
ッカとして，世界中から関心が
向けられているまちとなって
いる。

活かして様々な分野で活動を実施しています。
これまでの活動で形成された人的ネットワークを
大切に，石巻の復興に関わる人が今後もつながり合い，
地域の活性化に向けて前進できるような活動に今後
も期待されます。

いしのまき環境ネット 川村事務局長

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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5,000 円
〇石恋ファミリー特典
＊プログラム先行予約が可能
それぞれのこころをよせる地域「ふるさと」をより
良くしようと頑張る団体，個人を表彰することにより，

＊公式ガイドブックに名前を掲載（希望者のみ）
＊石恋ファミリー限定プログラムも企画中

ふるさとづくりへの情熱や想いを高め，豊かで活力あ
る地域社会の構築を図ることを目的として総務省が
主催する「ふるさとづくり大賞」
。
今年は石巻支部会員の sweet treat 311 が団体表彰
を受賞しました！！
当団体は，廃校になった小学校の校舎を自然学習の

■問合せ先
特定非営利活動法人石巻復興支援ネットワーク
TEL：0225-23-8588 eFAX：022-774-1469
Mail：ishikoi@yappesu.jp
URL：http://www.ishikoi.com

場として再生させるプロジェクトを進行中で，このプ
ロジェクトへの参加者は，世界中から集まり，延べ
2,500 人を超えています。
このような地域資源を生かした学びの場を創造す
る過程で，地域の人を巻き込みながら地域再生に繋げ
ている点などが高く評価され，今回の受賞に至りまし
た。今後の活躍にも期待申し上げます！

(公益社団法人 sweet treat 311)
廃校となった旧桑浜小学校をこどもたちが豊かな
体験をできる施設へと生まれ変わらせるプロジェク
トです。現在改修作業が進められており，参加者を募

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

集中です。
≪日時≫
4 月 18 日(土) 午後 1 時～午後４時
4 月 19 日(日) 午前９時～正午

（特定非営利活動法人石巻復興支援ネットワーク）
「石巻に恋しちゃった♡」
（通称「石恋」
）は，石巻
地域で、趣味や特技を活かして，震災後の新しい一歩
を踏み出す地域の人たち（通称：
「達人」
）を発掘，育
成し，応援する「地域づくり人づくり」プログラムで
す。
達人さんたちの中には，石恋がきっかけで企業した
り，趣味を共有する仲間を見つけたり，自分の自信に

≪場所≫
モリウミアス（石巻市雄勝町桑浜字桑浜 60）
※当日は,直接現地にお越しください。
≪参加費≫
1,000 円
≪持ち物≫
動きやすく汚れてもいい服装・軍手・タオル・レイ
ンコート・洗面具・着替え・上着

繋がったりした方がたくさんいます。２０１３年２月
の第１回から，これまでに１０６名の達人たちのプロ

■問い合わせ・当日連絡先

グラム開催に寄り添ってきました。この活動に賛同し，

公益社団法人 sweet treat 311 （担当：安田）

ご支援いただける個人または団体を募集しています。

TEL:0225-57-3312，

ぜひ達人たちの次の一歩を応援しませんか？
≪入会金≫
無料
≪年会費≫

URL:https://www.facebook.com/events/3644917937
43009/
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（特定非営利活動法人ベビースマイル石巻）
ひろば「スマイル」が石巻市蛇田に４月１日オープ
ンします。
のんびり過ごせたり，悩みを相談できたり，子育て
の情報交換の場として，小さなお子様がいらっしゃる
方はぜひご利用ください。
≪場所≫
石巻市蛇田字新下沼 132-2
≪利用時間≫
平日午前 10 時～午後 3 時

■問合せ
げんちゃんハウス
TEL：0225-86-2177
URL：https://ja-jp.facebook.com/Genchanhouse
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■問合せ
特定非営利活動法人ベビースマイル石巻
TEL：0225-25-6304
Mail：babysmileishinomaki＠yahoo.co.jp
URL：http://www.forbabysmile.com/

地域づくり団体全国協議会に登録している会員団
体が行う，地域づくりのために開催する研修会等の事
業について，招聘する講師に係る謝金・旅費を各 10
万円，計 20 万円を限度に助成されるものです。
事業実施の２ヶ月前までに県協議会を通じて全国
協議会に申請する必要があります。
詳しくお知りになりたい場合には，地域づくり全国
協議会のホームページ
http://www.jcrd.jp/index.php?option=com_conten
t&view=article&id=137&Itemid=686
を御覧いただくか，事務局までお問い合わせくださ
い。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

東松島市宮戸島の「げんちゃんハウス」では、４月
から新しいメニューが提供されます。
新メニューは宮戸島産，旬の白魚を使った「白魚ラン
チ」
。旬の白魚を堪能できるランチとなっていますの

最近，事務局に登録されている住所連絡先では会員の
皆さまに連絡が取れないことがあります。
住所，電話番号，メールアドレス等に変更があった場
合には，所定の様式で報告いただくことになっておりま
すので，その際には事務局まで御連絡ください。

で，皆さんもぜひご賞味ください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

≪営業日時≫

この情報紙に掲載する記事を随時募集しております。
石巻支部会員のイベント情報などぜひお寄せください。

火曜日，木曜日．土曜日，日曜日
午前 10 時～午後 3 時
白魚ランチ（1,000 円）
白魚のお刺身、てんぷら各種（白魚、茄子、舞茸、
カボチャ、ノリ、ふきのとう、春雨）添え物（海
苔の佃煮、メカブ）自家製杏仁豆腐、おにぎり、
天茶、椿をそえて

みやぎ地域づくり団体協議会石巻支部事務局
〒986-0812 石巻市東中里一丁目 4-32
宮城県東部地方振興事務所 地方振興部内
TEL 0225-95-1414
FAX 0225-95-1471

E-mail

et-sinbk@pref.miyagi.jp
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