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多賀城市市民活動
サポートセンター通信

多賀城市市民活動サポートセンター通信は、
市民活動や地域活動をしている方、これから
したいと思っている方に役立つ情報を発信し
ています。
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～ここでも地域情報の収集ができます～
多賀城駅西側にある東北労働金庫多賀城支店内に
“地域コミュニティステーション”という掲示板がありま
す。地域金融等の情報、自治体等からのお知らせな
ど、地域コミュニティに関する情報が満載です。
このコーナーに市民活動団体が実施するイベントの
チラシや団体紹介のパンフレットが置いてあるのはご
存知でしたか？市民活動団体の情報発信を応援して
いるこのコーナー。地域の旬の情報を得たいときに
は、たがサポとともに“地域コミュニティステーション”
にも立ち寄ってみてはいかがでしょうか。
■チラシ・パンフレットの受付はたがサポで行い
ます。たがサポ配置分とあわせて地域コミュニ
ティステーション配置分もご持参ください。
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『ＮＰＯいちから塾』好評開催中！
8月から毎月1回開催している『ＮＰＯいちから塾』について、講座の内
容や様子をお伝えします。
これまでに参加していただいた方の感想とともに、「この講座はどんな
人におすすめなの？」という疑問に、講座担当者がお答えします。

■ＮＰＯってなに？
地域を支える新たな力

■ＮＰＯの真髄とは！？
実践例でよくわかる

多賀城市市民活動サポートセンターでは、8月から
毎月1回ずつ「ＮＰＯいちから塾」を開催していま
す。この企画は、地域社会を支える新しい力として
注目されているＮＰＯについて、文字通り「いちか
ら」わかる内容の講座となっており、すでに多くの
方にご参加いただいています。
ＮＰＯとは、地域にあるさまざまな困りごと（地
域課題）の解決をめざし、一人ひとりの市民が仲間
を 集 め、自ら の意 思で活 動 する「民 間非 営利団 体
（=None Profit Organization）」を 意 味 し て い ま
す。実は、この活動こそ、多賀城市の未来を創るた
めには不可欠なものなのですが、仕組みや役割、組
織の運営方法等については、一般的にまだまだ情報
が不足しています。当センターでは、窓口での相談
対応や情報提供のほかにも、毎月のこの講座を通し
て、ＮＰＯに関する情報を市民のみなさんに広くお
伝えしています。

ＮＰＯの活動は、解決を目指す地域課題ごとに、
さまざまな分野へ広がっています。例えば、障害者
福祉に関わるものや、環境保護活動を進める活動。
子育てを応援するものや、多賀城の史跡を活かした
まちづくりを進めたり、さらには野生動物の保護に
取り組む活動など…もしかしたら、まだ多くの人が
気づいていないような地域課題の解決にさえ取り組
んでいるケースも見受けられます。
「ＮＰＯいちから塾」では、ＮＰＯが、どのよう
な人を中心にどのようなきっかけで始まり、どのよ
うに成長して、どんな成果を生み出しているのか？
すべて実際にあった活動事例だけを使って説明しま
す。その中から、ＮＰＯの仕組みやルール、特長を
取り出して解説。まさに「ＮＰＯの真髄」がわかる1
時間半となっています。

参加者の
参加者の声！
参加者アンケートより一部ご紹介します。
ＮＰＯ ってなんとな く
知って いるような気 が
し て い ま し た が、講 座
に出て よく理解する こ
とができました。

初めてＮＰＯについて知ること
ができ感謝します。自分にとっ
て多賀城にある課題をもっと深
く掘り下げて考え、活動してい
きたいと思っています。

ＮＰＯに関して全く
初めて足を踏み入れ
ましたが、よく理解
できました。

身近なところでいろいろな
活動をしている団体がある
ことがわかりました。勉強
になりました。

２

ま さに「いち」か ら説 明し
ていただけたので、ＮＰＯ
についての理解を深めるこ
とができました。
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■何かを始める、
スタートになるかも？
「Ｎ Ｐ Ｏ い ち か ら
塾」は、Ｎ Ｐ Ｏ に 関
心・興味のある方なら
どなたでもご参加いた
だけます。
テレビや新聞で聞い
て気になった…それだ
けでも大歓迎ですが、
これからボランティアとして地域と関わりたいとい
う方の“入門講座”として活用されるケースも多く
あります。
また、ＮＰＯという仕組みは、従来活動している
町内会・自治会活動にとって新たな可能性を切り開
くことも期待されていますので、それらの団体にす
でに参加されている方にとっても有意義な時間とな
るでしょう。
思い立ったが吉日、「ＮＰＯ」という3文字が少し
でも気になったら、ぜひ、参加のお申し込みを。た
がサポでみなさんをお待ちしております！

これからの
ＮＰＯいちから塾
日 程：
平成20年11月20日（木）
12月15日（月）
平成21年01月23日（金）
02月14日（土）
※毎回、同じ内容です。

19：00～20：30
19：00～20：30
19：00～20：30
13：30～15：00

会 場：多賀城市市民活動サポートセンター
講 師：特定非営利活動法人
せんだい・みやぎＮＰＯセンタースタッフ
参加費：資料代として500円
定 員：15名（先着）
申 込：市民活動サポートセンター窓口または
ＦＡＸにてお申込みください。
問合せ：連絡先は4ページをご覧ください

たがサポブックレビュー
…図書販売コーナーおよび閲覧図書コーナーから、スタッフおすすめの1冊を紹介します。

「知っておきたいＮＰＯ
っておきたいＮＰＯのこと
ＮＰＯのこと」
のこと」
編集・発行：特定非営利活動法人日本ＮＰＯセンター
頒価：500円（税込）

「ＮＰＯの基礎知識Ｑ＆Ａ」は、全国各地のＮＰ
Ｏを支援するセンター（たがサポのようなところ）
に寄せられるよくある質問・相談を取りまとめたも
のです。
ＮＰＯとボランティアは同じもの？法人になるメ
リットは？活動資金はどうやって集めるの？など、
すでに活動している人、これから活動したい人のい
ろいろな“はてな？”に答えてくれるお役立ち本で
す。私 は、利 用者 さ ん から 質 問 さ れ た時 の“虎の
巻”として机に忍ばせています。
たがサポで購入することができますし、「ＮＰＯ
いちから塾」のテキストにもなっています。たがサ
ポの図書コーナーで閲覧することもできます。

この本は、「信頼されるＮＰＯの
７つの条件」と「ＮＰＯ基礎知識Ｑ
＆Ａ」という２つの内容からなって
います。
「信頼されるＮＰＯの７つの条件」
は、全国のＮＰＯ支援センターの現
場責任者らがＮＰＯらしいＮＰＯと
は？信頼されるＮＰＯとは？につい
て 議 論 を 重 ね 作 っ た も の で、Ｎ Ｐ
Ｏ・市民活動団体が、団体の運営などに迷った時に読
むとふりかえりになり、何かしら解決のヒントも得ら
れる内容になっています。

■図書販売コーナー
ＮＰＯ・市民活動団体が発行する図書（報告書、パンフレット等）を販売しています。 詳しくはお問い合わせください。
●お預かりします：ＮＰＯ・市民活動団体が発行する図書等をお預かりし、市民の皆さんへ販売をしています。自
分たちの活動を広く知ってもらう機会となるだけでなく、団体の収益にもつながります。
●購入できます：一般の書店では見つけにくい団体の書籍もあります。購入していただくことで、団体をより深く
理解することができるとともに、団体の支援にもつながります。
■閲覧図書コーナー
情報サロン内にある市民活動に関する図書・雑誌が閲覧できます。

３
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これからのたがサポ
～今後の事業紹介

●サポートセンター出前プロジェクト

今後予定している講座やイベントをご紹介します。
各催しの詳細は、事務局までお問い合わせください。
みなさんのご参加をお待ちしています。

みなさんの住んでいる地区におじゃまして、たがサポの活用方法
を紹介します。地区で活動する団体の紹介もあります。

日時：平成20年10月25日（土）9：00～12：00
会場：多賀城市体育館

●ＮＰＯいちから塾
ＮＰＯについて知りたい方へ、わかりやすくお伝えする講座で
す。詳しくは２・３ページをご覧ください。

日時：12月14日（日）
会場：大代地区公民館

日程：平成20年11月20日（木） 19：00～20：30
12月15日（月） 19：00～20：30
平成21年 1月23日（金） 19：00～20：30
2月14日（土） 13：30～15：00
会場：市民活動サポートセンター

※ほかにも3ヵ所で開催予定です

●たがじょう
市民活動大交流会

●第２回ＮＰＯマネジメント講座

市民活動団体同士が連携するきっかけづくりとなる交流会と、市
民活動してみたいという方と一緒に活動する仲間を募集している団
体とが直接お話できるマッチングイベントを開催します。

講師に高崎経済大学地域政策学部准教授櫻井常矢氏をお迎
えし、「市民活動・生涯学習・まちづくり」をテーマに講座を開催し
ます。

日時：平成20年12月7日（日）13：00～17：30
会場：市民活動サポートセンター

日程：平成21年 2月7日（土）午後【予定】
会場：多賀城市文化センター 小ホール

多賀城市市民活動サポートセンター事務局のスタッフ
によるブログです。ぜひご覧ください！
http://blog.canpan.info/tagasapo/

■たがサポとは

市民の皆さんが行うまちづくりや地域づくりにつながる
活動を総合的に応援することを目的として設置した施設で
す。市民・自治会・学校や企業の皆さんとの間で協働によ
るまちづくりを推進することも目的にしています。
開館時間：月～土曜日 午前9時から午後9時30分まで
日曜日・祝日 午前9時から午後5時まで
休 館 日：毎週水曜日(水曜が休日の場合、翌日)
年末年始（12月28日～1月4日）
交通案内：ＪＲ仙石線多賀城駅より徒歩12分
駐車場・駐輪場があります

■たがサポは社会に支えられています
□自動販売機の設置
たがサポ内に設置している自動販売機の売り上げの一部は、多賀城市内の市民活動
の推進のために使われます。協力企業：宮城中央ヤクルト販売（株）
□印刷作業室のコピー機
印刷作業室のコピー機は、コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会社の市民活
動を応援するという趣旨により、社会貢献価格にてご提供いただいています。

■たがサポの機能

①市民活動の場の提供
・貸室（有料）

市民活動の研修やイベント、会議等に使用できます。

・交流サロン（予約不要・無料）

少人数の打合わせや事務作業などに利用できます。

・レターケース（無料）
レターケース・ロッカー
・ロッカー（200円/月）
・事務用ブース（1,000円/月） 利用申込受付中
・印刷作業室
印刷機（用紙持ち込み/1製版100円/500枚）
コピー機（10円/枚）

②市民活動に関する情報の収集・提供
・情報サロン

市民活動に関するさまざまな情報があります。
チラシ・ポスターの受付、図書（閲覧用）、助成金
情 報、ボ ラ ン テ ィ ア 情 報、パ ソ コ ン（作 業・イ ン
ターネット用／無料）
□発 行：多賀城市市民活動サポートセンター
〒985-0873 多賀城市中央二丁目２５－３
TEL：022-368-7745 FAX：022-309-3706
□発行日：２００８年１０月２０日
□編 集：特定非営利活動法人せんだい・みやぎＮＰＯセンター

団体紹介パンフレット・イベントチラシなどをお持ちください！

③市民活動に係る人材の育成・支援
④市民・企業・行政の連携及び交流の推進
⑤市民活動に関する相談への対応
４

