
番号 事業名 団体名 活動地域 事業概要
交付

決定額
（千円）

1
自立した明日に向けた
絆を育む地域連携協働
事業

一般社団法人　みちの
さき

南三陸町

①社協との協働のもと、各種ワークショップ(DIY４回・多肉植物４回)を実施し、日々の生活にて癒しを得る機
会とする。また、講師を町内にて育成し、継続的に事業を実施する環境を作る。合計８回実施。

②住民各自が自宅にて参加することができ、心の癒しを得る事が出来る自宅での手仕事(キルト作り)を社協
や学生多くの住民の協力のもと進める。出来上がったキルトを結集し「結」の一文字ペナント(２台)を作成す
る。完成したペナントは町内の小学校に寄贈し、地域住民と子供達の繋がりの証として校内に展示する。

③安心して生活出来る地域作りの為のツールとしてコミニティペーパー「絆」を住民自らが主体となって制作
委員会を組織し発刊する。俳句や川柳等の投稿での参加や、紙面作りの参加、運営面の参加等全ての住民が
関われる仕組みを作る。当初発行数１０００部・発行数年５回

3,150

2
～こころのケアと地域と
つながる～　みんなでつ
くるスクール事業

特定非営利活動法人
やっぺす

石巻市

①地域で被災した女性が、心のケアや地域の取組などを知り、地域との関わり方を学ぶ連続講座を開催　会
場：石巻水産総合水産振興センター＜全２回・各回定員２０名＞　　参加延べ人数２００名

②受講生自らが、地域に必要と感じる講座やワークショップを、自主企画し、実施する。
　話し合いの会　会場：特定非営利活動法人やっぺす事務所ホール
＜全１０回各回２０人＞　参加延べ人数　２００名
　一般向け自主企画講座　会場：石巻水産総合水産振興センター
　＜全２回各回定員３０名＞　参加延べ人数６０名

2,850

3
小泉地区交流祭り－
小泉祭－

小泉ユニバーサルビー
チユニット

気仙沼市

日程：第１回　２０２２年９月１１日（日）【調整中】　・　第２回　２０２３年３月１９日（日）
時間：AM９：００～PM２：００　場所：小泉町区公営住宅内公園
内容：決定ブース（カラオケ・コーヒー・アウトドア・廃材椅子づくり・歴史伝承・フリーマーケット・地域食堂）
要望ブース（住民意見交換会の上決定する）
交通手段：本吉観光タクシーの中型バスにて３公営住宅・老人ホームを行き帰り２往復　料金：無料

世代間交流・生きがいづくり・ストレス解消・心のケア・住民達の現状把握を行い、住民達が住民達の為に、更に
は地域活性化の為に集まれるイベントを開催する。

1,534

令和４年度　宮城県NPO等による心の復興支援事業補助金交付決定一覧表（総合）



番号 事業名 団体名 活動地域 事業概要
交付

決定額
（千円）
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4
音楽と交流によるコミュ
ニティ形成支援事業

公益財団法人　音楽の
力による復興センター・
東北

石巻市
気仙沼市
岩沼市

東松島市
七ヶ浜町
亘理町

①《復興コンサート》　１４会場２５公演開催予定 (感染症対策含む)
６/４東松島/野蒜(主催：野蒜まちづくり協会)　７/２０～２２気仙沼/鹿折・松岩・舞根・四反田(主催：松岩公民
館他)　七ヶ浜９/１４花渕浜①９/２７松ヶ浜１０/３菖蒲田浜１０/２８吉田浜　１/１１花渕浜②１/１８代ヶ崎浜(共
催:七ヶ浜町社協・各地区)
１２/２４石巻市雄勝　その他今後調整

②《うたごえサロン》　２会場各１１回実施予定　いわぬま市民交流プラザ　亘理町中央コミュニティセンター

③《音楽サークル指導》　１会場６回実施予定　石巻市雄勝公民館（雄勝オーリンクオーケストラ）

復興の大きな課題の一つと指摘されている、被災者等の心の復興や地域コミュニティの形成促進に向けて、地
域の要望を受けて出向き、開催までのプロセスを協働することにより、音楽を通したひとり一人の心身のケア
や生きがいづくり、住民同士の交流機会を創出することを目的とする。

3,150

5

２０２２年地域のお節介
文化を醸成する、持続
可能な地域コミュニティ
構築事業

特定非営利活動法人
虹色たんぽぽ

亘理町
山元町
岩沼市
大崎市

①【サロン活動】　定期的な開催により持続可能な地域コミュニティの構築を目指す。
　◇「みんなの保健室」月２回開催　◇「おらほの保健室」月１回開催　◇「おじいちゃんの野菜づくり講座（月１回
開催）」　◇「おばあちゃんの手仕事講座（月１回開催）」　◇「大崎保健室（月１回開催）」

②【聞き書き活動】　亘理エリアの聞き書き人を増やすことで、聞き書きの文化としての定着を目指す。
　◇聞き書き人養成講座：日本聞き書き協会講師を招き、研修会を行う（年２回）
　◇日々の聞き書き（随時実施）

③【各種相談業務】　相談しやすい環境づくりと専門家による的確なサポートによる課題解決を目指す。
　◇保健師、助産師、カウンセラー等による課題解決のお手伝い。対面だけでなく、Zoomや電話、LINE等も
活用する。

2,931

6
震災で被災された高齢
者の為のコミュニティづ
くり事業

特定非営利活動法人
２０世紀アーカイブ仙台

石巻市
気仙沼市
塩竃市

（気仙沼市２ヶ所、石巻市２ヶ所、塩釜市１ヶ所で開催）
  ・第１回「昔を語る会」１０月(気仙沼市面瀬地区他１ヶ所　塩釜市錦町復興住宅/石巻市湊地区・西前沼第三復
興住宅)
  ・第２回「昔を語る会」１２月(同５ヶ所)
  ・第３回「昔を語る会」２月(同５ヶ所)

震災で移転を余儀なくされた高齢者がその地域で新たな友人をつくることを目的に、共通の話題となる昭和
をテーマとしたコンテンツを使って会話が出来る場をつくり、月１回３ヶ月間開催する事で参加者がお互いを
知り、絆を深める機会を提供する。

2,967
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7
映画・演劇で人々を繋
ぐ、地域活性化プロジェ
クト

石巻劇場芸術協会
石巻市

東松島市
気仙沼市

①オンライン演劇ワークショップ　開催時期：９月４日（月）～９月１１日（日）
※上記１週間の内、３回の講習と２回の上演を実施。
概要：首都圏でプロとして活躍する講師に招き、Zoomを活用しオンラインで演劇を学び、石巻の民間の劇場
を利用して上演を行う。被災地を中心とした県内の多様な層の住民に参加呼びかけを行う。

②Open Area Theater　開催時期：１１月、１月（全２回）
概要：被災エリアの各自治体の多様な主体と協働しながら、住民と一緒に作り上げる映画上映と上映のための
ワークショップを行う。（全２回）広報の際に県内の復興公営住宅や地域の幼稚園や保育所、小学校など広く訪
問する。

各地域さまざまな場所で市民参加でイベントを作っていくことで、普段では得られない手作り体験や、新たな
コミュニティの創出を目指す。

1,214

8
音楽を地域・学校へ！被
災地で奏でる心の復興
プロジェクト

一般財団法人　陽だま
りハーモニー

亘理町
山元町
角田市

①【震災にもコロナにも負けないぞ！コンサート】
　・　８月　 演奏参加者募集締め切り　・　９月　 オーディション実施　演奏参加者へ楽譜配布　個人練習開始
  ・１０月～毎月第２・４土曜本番に向け練習開始　鑑賞申込者募集開始
  ・１１月～指揮者による合わせ練習開始　総監・講師による分奏練習開始
  ・　１月　 鑑賞申込締切　 ・　２月　 入場整理券発行・配布　 ・　３月　 ゲネプロ及び本番

②【陽だまりからのお誘い 地域音楽出前演奏】
　・　通年　 各教育機関へ広報（年３～４回実施目標）　　・　９月　  演奏曲選定・合わせ演奏
  ・１０月　  山元町立坂元小学校　実施前打ち合わせ・リハーサル　 ・１１月　　山元町立坂元小学校　出前演奏
  ・１２月　  実施記録を用いて再び広報

３.１１を風化させずに次世代へ、音楽で伝え・繋がるとともに、地域内外みんなで楽しむコミュニティの形成を
図る。

1,800

9
第６回気仙沼こども芸
術祭

気仙沼市文化協会 気仙沼市

①７月１７日（日）１０時から　気仙沼駅前住宅集会センター（集会室１）
「プレワークショップ」手芸体験
　
②８月１１日（木・祝）１０時から　気仙沼中央公民館
「第６回気仙沼こども芸術祭」　ワークショップ：茶道、華道、絵画、詩吟、コーラス体験　展示：書道、手芸、五行
歌

文化芸術は、楽しさや感動、精神的安らぎ、生きる喜びをもたらし、生活や人生を豊かにし、特にふるさとに根
づいた文化芸術を体験して育つ子どもたちは、地域の人々や被災した人々を癒し、その心の支えとなることを
目指す。

540
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10
被災者と地域住民コ
ミュニティのIT活用によ
る絆づくり

公益財団法人　仙台応
用情報学研究振興財団

石巻市
東松島市
南三陸町
山元町

タブレットを準備し、簡単な使い方教室と茶話会的な交流会を年間を通して４市町４地域で４コースを７月から
の実施で計画する。

◆１回コース参加人数１０名、１０回の開催でスマートフォン（タブレット）の使い方、ＳＮＳでのコミュニティの形
成、インターネットの使い方と注意事項の説明など

◆同地区に於いてLINEグループを形成することでコミュニティの活性化、継続化、拡大化を醸成する

　［開催予定地域］○石巻市新蛇田地区で１０回を予定／○南三陸町志津川地区で１０回を予定／ ○山元町牛
橋地区で１０回を予定／ ○東松島市野蒜地区で１０回を予定　　　＜会場の確保できる時期を個別に調整し、
各コースを同じ曜日で週２回の開催で計画する＞

復興地域の住民を対象として、交流の場を創るためのタブレット等の簡単な使い方教室と交流会を定期的に
開催し、地元住民相互や自治会等との絆づくりと初歩のＩＣＴ活用につなげる事を目的とする。

1,800

11
NaNa５９３１オリジナル
ミュージカル公演

七ヶ浜国際村事業協会 七ヶ浜町

○日　時　１１月１９日（土）　１８：００～　２０日（日）　１１：００～、１５：００～（開場は各公演の４５分前）
○会　場　七ヶ浜国際村ホール　全席指定
○出　演　七ヶ浜国際村パフォーマンスカンパニーミュージカルグループ　NaNa５９３１
○入場料　１、５００円
○発売日　会員：１０月９日(日)　一般：１０月１６日（日）
○主　催　　七ヶ浜国際村事業協会
○共　催　　七ヶ浜町
○後　援　七ヶ浜町教育委員会

「世代間交流の促進」「震災の風化防止」「町の文化の発信・継承」を目的とし、演者・観客ともに「明日への希望」
と「地域への愛着と誇り」を感じることのできる七ヶ浜ならではのステージを作り上げる。

1,800

12
子どもから拡がる心の
復興事業

チャイルドネットジャパ
ン

石巻市
塩竃市
女川町

●　恒常的な取り組み　子どもたちの居場所づくり（週１回）
●　月１回の絵本の読み聞かせ会（石巻・８月～３月）
●　各地域を横断する年３回のトラウマ解消工作教室（石巻・塩竈・女川）
●　海はともだち～船に乗って海の仕事を見よう！

被災者の皆さんが主体的に活動を行い、子どもたちを中心において、周りの被災者の心の復興を目指す。

1,621
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13
被災者支援・ふるさと東
北支え合い運動

特定非営利活動法人
仙台明るい社会づくり
運動

石巻市
気仙沼市
名取市

和４年５月～令和５年３月：コミニティー支援（みんなの食堂）
令和４年５月～令和５年３月：文化芸術活動支援（みんなのコンサート、親子フェスティバル）
令和４年５月～令和５年３月：震災風化防止（全国関連団体連携）

被災された方と生きる糧になる『生きがい』を共に創っていく仲間として継続的に支え合うとともに、全国から
東北を訪れる人を後押し、共に支え合える環境を提供する。

900

14
伊達なキッズわくわくプ
ロジェクト

一般社団法人　スタンド
アップ亘理

亘理町

①プロのアーティストと参加者同士の交流（演技指導、演劇鑑賞、ワークショップ等）を通した心の表現活動（年
９回）
②被災者自身が主役のオリジナルミュージカルの実施（年１回：２０２２年１１月）
③プロのアーティストと地域住民による演奏を通した被災者の心のケア（年１回：２０２２年１１月）
④プロのアーティストと地域住民による交流を通した震災の風化防止活動（年３回：２０２２年７月、８月、２０２
３年３月）

子ども達が自らの思いを台詞や踊り、歌や演奏に込めて表現し、被災者自身である子ども達から大人達への
応援メッセージを届け、生きる活力を得て復旧・復興に向けて歩き出せるように支援するとともに、被災者家
族が抱える震災の風化と、次世代のリーダー育成に取り組む。

1,800

15
ジュニアジャズミーティ
ングinみやぎ２０２２

公益財団法人　宮城県
文化振興財団

石巻市
仙台市

①開催日：令和４年９月１０日（土）
　 場　 所：石巻市河北総合センター
   参加者：石巻ジュニアジャズオーケストラ、富士学苑中・高等学校及び横浜市立港中学校のジャズバンド
②開催日：令和４年９月１１日（日）
　 場 　所：定禅寺ストリートジャズフェスティバル会場
   出　 演：気仙沼ジュニアジャズオーケストラ、石巻ジュニアジャズオーケストラ、他

震災の記憶を語り継ぐとともに、被災地域に住む子供たちの元気な姿を県内外に発信し、また、世代間の親睦
を深め、地域住民の交流を促すことで、地域の活性化と心の復興に寄与する。

1,800
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16
被災者自身が主体的に
参加する「心の絆づく
り」音楽プロジェクト

東北市民バンド協議会 多賀城市

開催月：８月から毎月１回から２回程度開催
場所：多賀城市　災害公営住宅集会所４ヶ所、災害公営住宅が建設されている地域の集会所等
内容：絆づくりコンサート、終了後のお茶会とアンケート調査の実施
◆「ステージ演奏発表会」：令和５年１月開催　１回　場所：多賀城文化ｾﾝﾀｰ
　内容：「おもいでのうたコンサート」のステージに参加し目標（発表会）として、多くの市民の前で絆づくりの喜
びを表現する。

被災者が住民を誘い、参加者が打楽器、歌、手話などを演奏家や歌の指導者と一緒に参加し、体験型コンサー
トを災害公営住宅集会所で行う。町内会で開催する夏祭りや敬老会等の行事でも開催します。演奏会終了後は
感想などを話し合い、参加者の親睦と融和を図り、住民同士の絆を深めるお茶会を開催する。

1,800

17 こころの交流祭り事業
特定非営利活動法人
こころの森

石巻市

第１回青空マーケット　（令和４年７月、石巻南浜復興祈念公園四丁目北広場）
第１回夏祭り　（令和４年８月、石巻南浜復興祈念公園四丁目北広場）
第２回青空マーケット　（令和４年１０月、石巻南浜復興祈念公園四丁目北広場）
第３回青空マーケット　（令和４年１１月、石巻南浜復興祈念公園四丁目北広場）

石巻南浜復興祈念公園で定期的に祭りを開催することにより、青空の下、地元出店者と地元被災者のこころの
交流を図り、こころの復興を実現する。また、毎年継続することにより、復興祈念公園のこころの交流イベント
して定着させる。

1,800

18
こころの復興ミュージカ
ル『忘れたい忘れない』

一般財団法人　SCS
ミュージカル研究所

七ヶ浜町

創作オリジナルミュージカルの上演
日時：２０２３年３月４・５日（土・日）（予定）〔２回公演の予定〕
場所：七ヶ浜町（七ヶ浜国際村ホール）
参加見込み人数：公演一般来場者数のべ７６０名（各回３８０名程度、合計７６０名）
出演者・スタッフ各回１００名、合計２００名。

被災地域であった七ヶ浜町とも連携して地元ミュージカル団体より本作品への出演者を募り、一緒に稽古を行
い、舞台芸術を通じて本作品の鑑賞者と出演者、その関係者に対し、震災からの心の復興と発展への気運を高
めることに繋げていく。

1,800



番号 事業名 団体名 活動地域 事業概要
交付

決定額
（千円）

令和４年度　宮城県NPO等による心の復興支援事業補助金交付決定一覧表（総合）

19
「こころの表現」と『いの
ちのかたりつぎ』事業

一般社団法人　三陸ま
ちづくりART

石巻市

○歌・ダンス・芝居の稽古
第１回　（１月上旬　中央地区）　第２回　（１月上旬　中央地区）　第３回　（１月下旬　中央地区）　第４回　（１月下
旬　中央地区）
○演劇公演
２月１１日 マルホンまきあーとテラス小ホール　参加者　稽古参加者、保護者、関係者、一般

歌やダンスや演劇を通じて、楽しみながら自然災害を次の世代に継承することについて大人と子供が一緒に
学び話し合う機会を作る。作品の内容と自身の災害の記憶や思い出が一体となってアート作品として昇華す
る体験を提供する。

1,800

20
大震災に負けず再び明
るく元気な鶴ヶ谷を！

つるがや元気会 仙台市

健康・市民講座（年７回）、童謡を唄う会（月１回）、ロコモ体操教室（月１回）、バランス体操教室（月１回）、ノル
ディックウォーキング教室（年３回）、つるがや元気まつり（芸能大会・１２月開催）等を行うことにより、家に引き
こもりがちになる高齢者も、外に出やすくなる、出たくなる仕組みを考え、実践する事で、大震災の被害に負け
ず、一時も早く立ち直り、明るく元気のある、住んでいて良かったと思う町にする。

1,560

21

小学生の時に被災した
子どもたちと現在被災
地で暮らす子どもたち
との交流によってなさ
れる継続的な心の復興
支援のための放課後ク
ラブ事業

ＮＰＯ法人　サクラハウ
ス

東松島市

【取組１】　放課後クラブ　毎週１～２回（年に４７回実施予定）
学校からサクラハウスに帰って一緒に宿題をして、スタッフと一緒に外で遊ぶ。

【取組２】　アフタースクール　毎週１～２回（年に４３回実施予定）
小学校の図書館で宿題をしてから、体育館や校庭でスタッフと一緒に元気に遊ぶ。

【取組３】　学習塾（自習室）　毎週３回（年に９４回実施予定）
午後６時にサクラハウスに集まり、宿題やドリルなどを集中して行う。
分からないところは学生スタッフが分かりやすく教えてくれる。

震災で心に傷を負った高校生や大学生たちが、地域の子どもたちに関わっていく中で喜びと生きがいを見い
だすとともに、小学生たちが、高校生や大学生たちと豊かな交流をもつことによって、心の成長の機会を得
る。

1,800



番号 事業名 団体名 活動地域 事業概要
交付

決定額
（千円）

令和４年度　宮城県NPO等による心の復興支援事業補助金交付決定一覧表（総合）

22
食べて元気にフレイルを
予防×地産地消×食べ
て応援プロジェクト

特定非営利活動法人
みやぎスマートアグリ

塩竈市

第１回　（令和４年８月、災害公営住宅町内会及び町内会で実施予定）
第２回　（令和４年９月、災害公営住宅町内会及び町内会で実施予定）
第３回　（令和４年１０月、災害公営住宅町内会及び町内会で実施予定）
第４回　（令和４年１１月、災害公営住宅町内会及び町内会で実施予定）
第５回　（令和５年２月、災害公営住宅町内会及び町内会で実施予定）

「地産地消×食べて応援」として被災漁業者への支援もあわせて組入れ、地元で水揚げされる魚類を食材とし
た料理教室を開催し、被災漁業者（震災後移住した若い漁業者含む）と被災料理人と被災住民が交流出来る事
業を行う。

1,152

23
心の復興１３回忌ミュー
ジカル　１００通りのあり
がとう

１００☆百☆飛躍プロ
ジェクト

石巻市
東松島市

令和４年４月～令和５年２月　実行委員会１４回　三役会１回　午前練習６回　午後練習６回　合同練習３回
令和５年３月２日　舞台仕込み　３日　ゲネプロ　４日　本番（午前と午後２回公演）
ミュージカルの力で、追悼の思いと亡くなった方を忘れず、強く前を向いて生きていく（心の復興）というメッ
セージやまだまだ伝えきれていない感謝の気持ちを伝え、震災の記憶と教訓を風化させないことを目的とす
る。

1,800

24

１００年以上先の未来に
まで、廃校・閉校校歌を
通し復興の心を歌い継
ぐワンソングプロジェク
ト

一般財団法人　オー
バーザレインボウ基金

名取市

実施時期：９月中旬～１月下旬 （※感染状況と政府・県要請等で開催判断）
実施会場：宮城県名取市閖上地区内（学校体育館、公民館等予定）
実施方法：例：数回のブロックに分け、少人数一組ずつによる校歌斉唱録音Zoom等による合唱撮影＆音声録
音、従来のワークショップによる合唱撮影＆音声録音のいずれか、またはすべての手段の混合スタイルで実施

震災影響で廃校・閉校伴い、消滅しかけた校歌に焦点を当て、大切な一曲を地域住民へ届ける心の支援「ワン
ソングプロジェクト」を被災地域で展開する。廃校・閉校校歌を後世に高品質な音源で残して行く記録保存（無
料動画配信＝YouTube動画へ公開）を目的とする事業を行う。震災後１００校以上統廃合された地域の文化
遺産の小中学校の校歌が蘇り、地域の柱の喪失により精神的に大きな痛手を受けた被災住民の心の復興を促
進する。

1,800

25

被災地で働く社会人を
対象にした、会社や世代
の垣根を超えて行う心
の復興支援事業

一般財団法人　まちと
人と

石巻市
東松島市
女川町

【コミュニティ①地元企業の経営・管理職者を対象にした心の復興支援活動】
地元企業の経営・管理職者(３０～５０代)を対象にそれぞれが持っている悩みを相談し解消しながらコミュニ
ティを形成する支援を行う。【回数：計５回】また、そのコミュニティが運営する企画として、地元企業で働く若手
社会人(１８歳～２０代)への心の復興支援活動を実行する。【回数：準備のための会議と集まり５回、企画実施４
回】

【コミュニティ②地元企業で働く若手社会人(１８歳～２０代）を対象にした心の復興支援活動】
地元企業で働く若手社会人(１８歳～２０代)を対象にそれぞれが持っている悩みを相談し解消しながらコミュ
ニティを形成する支援を行う。【計４回】また、そのコミュニティが運営する企画として、地元の子ども達（中・高
校生）への心の復興支援活動を、学校と連携し、授業枠を用意してもらい企画立案と実行をする。【回数：準備
のための会議と集まり６回、企画実施２回】

1,800
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26
朗読劇メソッドで若者
の伝える力をアップ

一般社団法人　ボラン
ティア東北ファミリア

南三陸町

取組①朗読劇の開催
第１回　２０２２年７月下旬　南三陸町歌津で予定　第２回　２０２２年９月下旬　南三陸町入谷で予定

取組②朗読劇の実演
第１回の演劇朗読劇を地元若者に演じてもらう　第２回の演劇朗読劇を地元若者に演じてもらう

演劇のプロから教わる事を今後続けることで、被災地の語り部の「伝える力」が各段にアップして、被災地以外
の方々にもこの語りを聴いてもらい震災の風化防止となり、朗読劇を行うことで、こころを閉ざしていた被災
経験者の方々の代弁となり、聴き取りをさせてもらった方の心が明るく前向きになることを目指す。

1,800

27
仙台市若林区における
農村文化を活かした生
きがいづくり事業

一般社団法人
ReRoots

仙台市

取組①しめ縄づくり　時期：１０月～１２月（９月頃から準備を行う）　場所：宮城県仙台市若林区七郷東部地区
対象：七郷地区の住民、若手農家、仙台市の市民
地域の稲わらを用いたしめ縄の制作、販売。住民から、学生や若手農家が作り方を習い、共同制作する。過程
で、生きがいややりがいづくり、交流や、伝統文化の継承につながる。

取組②六郷ふるさと交流祭　時期：１０月（７月頃から実行委員会で準備を行う）　場所：宮城県仙台市若林区七
郷東部地区
対象：六郷東部地区の住民
地域住民によるステージ発表や地域の食材を使った料理のお振舞、地域でとれた野菜、産品などの産直ブー
スを実施。

地域の伝統文化を活用しながら、住民同士の繋がりや生きがい、やりがいを創出して被災地域の復興、地域づ
くりを進める。

1,530

28
循環する草の根共生パ
フォーマンス・食のイベ
ント

遠足プロジェクト実行委
員会

石巻市

●７月３日：文化芸術複合イベント「ちょどフェス」開催　 会場：DAIS石巻
伝統芸能「鬼剣舞」、市民演劇、オーケストラ等、８団体約６０名が参加。集客約２００名。
●９月～：休耕地を活用した農業開始　 会場：DAIS石巻
●１０月～：市民目線の震災資料館準備開始　 会場：DAIS石巻
●４月～翌１月：月１回のサロン実施　会場：DAIS石巻

被災者の心の復興を目的として、DAIS石巻（石巻市真野）にて①文化芸術複合イベント「ちょどフェス」、②休
耕地を活用した農業、③市民目線の震災資料館づくりを行う。被災者が主体的に活動できるイベントを継続的
に実施することで、心のケアと共助の力を高めることを目指す。参加者には障害者や在留外国人も含まれ、多
様性のあるコミュニティの形成によってレジリエンスを高めることを狙いとする。

1,800
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29 みんなの感謝フェスタ 気仙沼ライトハウス 気仙沼市

第１回　２０２１年　１０月９日、１０日、松崎尾崎防災公園にて実施。
第２回　２０２２年　１０月８日、９日、　松崎尾崎防災公園にて実施予定。
第３回　２０２３年　１０月７日、８日、　松崎尾崎防災公園にて実施予定。

テーマを「感謝音頭」と輪踊りで設定。会場は、ステージ、出店、展示・体験コーナー、その他屋台等による飲食
店等で構成。ボランティア活動を通して、絆が生まれ、周りの方々への挨拶や声掛けが増え、地域への関心や行
事参加への機会が増加し、高齢者の方々は、クラフトや畑仕事に意欲が生まれ、体力増進と共に生活に目的や
生きがいが生まれることを目的とする。

1,697

30
音楽による仙南地域活
性化プロジェクト

特定非営利活動法人
亘理いちごっこ

角田市
山元町

４月　コンクール・エントリースタート　５月　コンクール・デモコンサートの実施　　６月　コンクール・デモコン
サートの実施
７月　エントリー締め切り　８月　コンクール及びガラコンサート開催　　２月　サロンコンサート開催

「音楽サロン」、「陽だまりアンサンブルコンクール」を行うことにより、自分たちの心のよりどころを自分たちで
作ること、被災地における交流人口の増加、対外的にも被災地を知ってもらうこと、コンクール等参加者らに
よる地域経済活性化、内外交流人口の増加などを目指す。

1,800

31
手のひらからはじまる
スマホカフェプロジェク
ト

特定非営利活動法人
とめタウンネット

登米市
南三陸町

取組①「事業名　スマホカフェ」（８月～２月まで）
登米市迫町佐沼字大網にある「喫茶サリダ」と、大東にある「うれしやTOME本店」で、スマホの操作やSNSの
活用方法を教え、カフェでくつろげる時間を提供する。

取組②「事業名　神社カフェ」
南三陸町にある上山八幡宮で、被災者たちが主体となってカフェとイベントを開催し、コロナ禍で人が集まる
機会が減っている中でも、人との繋がりを持ってイベントを考える機会を提供する。年３回ほど予定。

1,800



番号 事業名 団体名 活動地域 事業概要
交付

決定額
（千円）
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32
閖上・元気を運べ・コ
ミュニティ再生事業

一般社団法人　ふらむ
名取

名取市

・閖上だより発行４回、６、９、１２、３月　発行部数４０００部
・茶話会共同作業・第一団地、７月３回、８月３回、９月３回、１０月３回、１１月３回、１２月３回、１月３回、２月３
回、３月３回、計２７回
・茶話会スライド上映会、第一団地、中央、西、高柳町内会、８月～１２月・４回
・傾聴活動・月６回×８＝４８回
・追悼行事３月１１日第一団地
・夏祭り・芋煮会・餅つき　計３回

交流茶話会を継続し生きがいづくり共同作業を行う。傾聴活動は、高齢者孤立防止、公営住宅や地元から離れ
生活をしている高齢者、地元住民に行い希望を持ち生活を送る事を目的とする。

1,800

33 花とアートでつなぐ縁
Ringe３８℃実行委員
会

岩沼市

第１回ワークショップ　色を使って表現する　第２回ワークショップ　形の面白さを知る
第３回ワークショップ　デザインの楽しさ　第４回ワークショップ　エアープランツを楽しむ
第６回ワークショップ　花を生ける
最終イベント　みんながアーティスト、参加型花生けライブ

「花を生ける」という、色・デザインといった多様な表現のなかで、異なる価値観や考え方などを認めて生きて
いくことの大切さを理解し、自分たちがどう考え、どういう人生を生きたいのか、社会や地域、人とどうかかわ
りたいのかを追求していく。様々なことに興味を持ち、前向きに生きる力を養いながら、被災者自身の力を回
復させることを目的とする。

1,800

34

震災前の街並み復元模
型づくりワークショップ
を通じた住民交流・震災
伝承事業

一般社団法人　ふるさ
との記憶ラボ

女川町

女川町駅周辺地区にて、震災前にその周辺に居住していた被災者を主な対象として、失われた街プロジェクト
の震災前の復元模型づくりワークショップ（記憶の街WS※）を3月11日前後に行うことにより、地元のお年寄
りたちが駅周辺に足を運ぶきっかけを作ると共に、そこでの人々の交流や震災伝承の促進を図る。

※「記憶の街WS」は、震災前の白い復元模型を製作し、現地でその模型を住民等にお見せしながら、語られた
当時の思い出を記録するもの。また、被災者に模型の着色等も手伝っていただき、ふるさとの記憶や風景を共
同で復元することで伝承や多世代交流、それらによる心の復興を図るもの。

・2022年10月〜2023年3月　女川町中心部の復元模型の再製作 @神戸大学
・2023年3月11日前後　語り部イベントに合わせた記憶の街WSの開催・ アンケート実施  @女川駅周辺地区
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35
ダーツ交流会・杜の都の
笑楽隊

広瀬川俱楽部

多賀城市
仙台市
岩沼市
山元町
名取市
ほか

津波被災者へ「ダーツ交流会・杜の都の笑楽隊」を通して「元気・笑い・健康」を届ける。

・「ダーツ交流会」は、適度な運動を行いながら、元気な歓声・笑い声で住民同士の笑顔の交流を図ると共に、
得点計算は暗算で行うので「脳トレ」にもなる。
・「杜の都の笑楽隊」は、住民も一緒に参加し、歌って踊って大笑いし、被災者に元気を与える。
・「ダーツ交流会」は、2012年後半からスタートし、開催回数は2022年10月初めに「1、800回」となる（現在
毎月約１５カ所で開催）
・開催地区
①災害公営住宅：多賀城市営鶴ヶ谷住宅・田子西市営住宅・田子西第２市営住宅・燕沢市営住宅・荒井東市営住
宅
②集団移転町内会：なないろの里町内会・田子西中央町内会・田子西３丁目町内会・岩沼市玉浦西町内会・山元
町つばめの杜西町内会
③その他：高砂市民センター（高砂ダーツクラブ）・閖上公民館
④スポット開催：毎月平均2カ所
・「杜の都の笑楽隊」は、これまでに４３７回開催しており、今年度９月以降に２カ所で開催予定
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