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あなたのまちの
コミュニティづくり

まちづくりに
ご活躍の
みなさまを
紹 介 し ま す！
エールくん

すばらしいみやぎを創る協議会

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。
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１. 安全で安心なまちを創る運動

《４つの県民運動》 ３. 美しい生活環境を創る運動

すばらしいみやぎを創る運動
イメージキャラクター

２. 心の通い合う地域を創る運動
４. 地域文化を大切にする運動

みやぎ花のあるまちコンクール
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
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地 域 的な共 同活 動に必 要

地 域住 民の共同活動の 拠

青 少年 の 健 全 育成を目的

な施設・設備の整備事業へ

点となる多目的な総合施設

に 地 域 で実 施 する親 子 参

の助成です。

の整備事業への助成です。

加型のソフト事業への助成

施しています。
今年度は「地域・職場の部」
「家庭の部」合わせて14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！！

【優秀賞】角新会ＮＴＴ班

地域・
職場の部

です。
環境美化・文化学習・体育・レク

コミュニティセンターの新築及び

各種野外活動の実施，スポー

リエーションなど様々な活動で使用

修繕，その施設に必要な備品等が対

ツ・レクリエーション大会の開催

する備品が対象となります。

象となります。

などが対象となります。

家庭の部

角五郎花壇作り愛好会

最優秀賞 ：角田市東町花の会
（角田市）
優 秀 賞 ：角新会 NTT 班 角五郎花壇作り愛好会（仙台市）
BA−BA ドール５丁目
（南三陸町）
優 良 賞 ：角田市西根４区行政区
（角田市）
角田市南江尻行政区
（角田市）
前沖花の会
（角田市）
最優秀賞 ：中川 公子
（角田市）
優 秀 賞 ：加川 澄子
（角田市）
優 良 賞 ：伊藤 君子
（角田市）
、
湯村順子
（角田市）
（敬称略）

【最優秀賞】中川公子

名取市（増田中央町内会）

美里町（起谷行政区）

白石市（わんぱく少年教室）

宮城県環境生活部共同参画社会推進課
本事業に
関する
お問合せは

電話 022-211-2576
ホームページ http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kyosha/comijyo.html
または，各市町村コミュニティ担当課までお気軽にお問い合わせください。
（仙台市を除く。）
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平成24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

県民運動
創る運動」
「心の通い合う地域を
る運動」の活動
「美しい生活環境を創

平成24年度すばらしいみやぎを創る運動功績者

【団体の部】受賞団体紹介

〜人と人とのつながり
『輪』を大切にした地域づくり〜
遠藤 昭助 氏（角田市）

〜受け継いだ思いを未来へ託したい〜
不動堂神楽保存会（美里町）

上天神町区会計を38年間務めた後，地域の方々に懇願され，上天神町行政区区長に就任。以後，天神町行政

戦時中に一時途絶えた不動堂神楽を昭和58年に再開し，神社への奉納や神楽大会に参加するなど積
極的な活動を展開してきた。活動の実績が認められ，平成22年5月に美里町指定無形文化財に指定され
た。現在は，町内のお祭りなどの地域イベントに参加し，積極的に伝統芸能を広める活動を行っている。

不動堂神楽保存会とは

遠藤氏の紹介

区区長，すばらしい角田を創る協議会会長等を歴任し，地域住民と行政機関との架け橋となり，天神町はもとより
角田市のまちづくりにご活躍されました。

遠藤昭助 様にお話を伺いました

太鼓を叩く人，鐘を鳴ら
す人，舞う人の構成で
成り立っています！

平吹俊雄 様，及川洋 様にお話を伺いました
３０年という長い年月を経て現在へ

市民が協働してつくる｢花のあるまちづくり｣

｢幕｣を活動の証に，そして次世代へ引き継ぎたい

角田市は２０年以上にもわたって｢花のまちづくり運動｣

昭和５８年に活動を再開してから早いもので３０年になり

これまでの活動が認められ，平成２２年５月に美里町の無形

を行ってきたこともあり，現在では地区に根付き，多くの市民

ます。初めはもの珍しさから練習に参加しておりましたが，師

文化財に指定されました。その指定を記念して，神楽を舞う時に

や地域がこの運動に参加しています。平成１９年度の全国花

匠のもと，足の踏み方や声の出し方，リズムの取り方など毎晩

背景に掲げる「幕」を作成しました。この「幕」には不動堂神楽

に渡り厳しい指導を受けていくにつれ，神楽の魅力に引き込

と縁の深いお不動様を描き入れてあります。これを背景に舞うこ

まれていきました。

とで，より一層気持ちを入れて舞う事ができるようになり，
これま

のあるまちコンクール（市町村の部）
では，角田市は優秀賞を
受賞し，私が代表して授賞式に出席させていただきました。

現在私たちが舞っている｢五條の橋｣や｢天祖の舞｣等は，内

これまで先輩方が築きあげてきた努力が認められた瞬間に
立ち会うことができて大変感動しました。
すばらしい角田を創る協議会では毎年｢角田市花のあるま
ちづくりコンクール｣を開催しています。自分が事業を運営す

すばらしい角田を創る協議会では，ボランティアを募り，種から育てた花

る側として現地を見て回ると，花壇はきれいでもその周辺に

を女川町・山元町へ届けました！

草が生い茂っていたり，ゴミが落ちている光景が気になった

（平成２３年度・前列左から２番目が遠藤氏）

りや清掃も一緒に行いましょう！｣と声がけをしたり，文書を回
覧して啓発活動を行いました。花を植えることが目的ではな

私は自営業をしていたので，商売をする際にはあらゆるア

く，花づくりを通じて住み良いまちづくりを行うことが大事な

ンテナを張り巡らせ，いいと思ったことはすぐ実行し，いろい

のではないかと思っています。

ろなアイデアを取り入れてきました。
まちづくりにも通じるも

どんな人でも受け入れ，｢輪｣を大切に
行政区の会計を３８年間務め，いろいろな人々と出会い，
事業を運営するために様々なやりとりをしてきた経験がまち
づくりにおいても非常に役に立ってきたと思います。例えば
私は，
自分を攻撃してくる人に対してもその人を受け入れ，相
手が興味を持っていることなどを引き出して相手の懐に入る

現在は，この「幕」とともに，不動堂神楽を後世に伝えるた

人で２役以上を兼ねるのは難しい演題です。このため，仕事

め，青年会などに声掛けをし，練習風景を見学してもらってい

の合間を見つけながら全員が集まって練習を重ね，より良い

ます。先輩方から受け継いだ伝統芸能を大切にしながら次世

不動堂神楽を目指し精進しています。

代へ継承していきたいと思います。

【団体の部】受賞者紹介

興味を持ったら飛び込み，情報を収集！

のがあり，常に新しいことに興味を持ち，飛び込む姿勢でい

での活動を「幕」として形に残せたことを嬉しく思っています。

容が物語形式であり，各役柄に１人ずつの配役になるため，
１

平成24年度すばらしいみやぎを創る運動功績者

ので，地区の方々に｢花をきれいに植えるだけではなく，草刈

県民運動
る運動」
「地域文化を大切にす
の活動

〜地元に誇れる伝統芸能を子供たちへ〜
関根神楽保存会（美里町）
関根神楽保存会とは

戦時中に一時途絶えた関根神楽を昭和３０年代に再開し，伝統芸能の継承に努めてきた。その活動の実績が認
められ，昭和５３年に小牛田町指定無形文化財に指定された。昭和６１年からは北浦小学校で郷土学習「神楽教
室」を実施し，子どもたちが伝統芸能に触れ合う機会を提供するほか，各種行事に参加して神楽を披露している。

ないとマンネリ化につながってしまうと思います。
私は｢あしたのまち・くらしづくり全国フォーラム｣に参加し
て他県のまちづくりを知り，学んだことを取り入れながらまち
づくりに参加しました。井の中の蛙になってはいけないのだ
と実感しています。

ようにしてきました。そうすると相手は，自分のことを受け入
れてくれるようになりました。行政区長を務めていたときも，
相手との意思疎通を図ることを心がけ，｢輪｣を大切にしなが
ら活動しました。

横山巌 様，境清亀 様，斉藤幹男 様にお話を伺いました
子供たちが伝統芸能に触れる機会を与えたい！

遠藤

裕子 氏（大崎市） 小林

守

氏（仙台市）

佐々木金也

氏（色麻町） 佐々木美那子

三部

氏（岩沼市）

久枝

氏（仙台市）

教え子たちへの今後の期待

私たちは，北浦小学校３年生の郷土学習｢神楽教室｣で神

３年生の郷土学習「神楽教室」のほか，４年生以上で希望者がい

楽を教えており，生徒たちは「八幡舞｣という神楽の中でもテ

る場合には，クラブ活動の指導もしています。以前生徒から「踊りよ

ンポが速くリズミカルな舞いを学びます。教え方は，太鼓の

りも太鼓を叩きたい」との希望があり教えたところ，飲み込みが早

拍子を口ずさんで太鼓のリズムを覚えてもらったり，私たち

く，どんどん上手になりました。現在，クラブを卒業したその教え子

の動きを見ながら動作を覚えてもらう方法で行っています。

たちは，お祭りなどで神楽を披露する機会があると参加してくれるこ

子供たちが神楽の練習をする時はいつも体操着等で行っ
平成24年度すばらしいみやぎを創る運動功績者（個人）
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県民運動
る運動」
「地域文化を大切にす
の活動

ておりましたが，今年は関根神楽をより身近に感じてもらい
たいと思い，実際に神楽で使用する衣装を着せてみました。
すると子供たちの目が輝き，｢もっと踊りが上手になりたい！｣
など，練習に対する意欲を引き出すことができました。

ともあり，教え子と一緒に活動することを大変嬉しく思っています。
これからも子供たちには地元に誇れる伝統芸能があることを忘
れないでほしいと願いながら日々活動していきます。
平成24年度すばらしいみやぎを創る運動功績者（団体）
角田市立桜小学校
3
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T O P I C S

明るく，
住み良く，
安全で安心な地域社会を目指して

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！
◆すばらしい角田を創る協議会

県民運動
創る運動」
「心の通い合う地域を
る運動」
を創
環境
「美しい生活
運動」の活動
「安全で安心なまちを創る

◆すばらしいつやまを創る協議会
（登米市津山公民館内）

ボランティアを募り女川町宮ヶ崎地区に出向いて，地

津山町内３箇所の仮設住宅にて南三陸町からの仮設

元住民と一緒にプランター40個へ球根の寄せ植え作業

住宅者入居者と地元の交流を深めようと，
プランター20

を行い，宮ヶ崎地区グラウンドゴルフ場の環境美化活動

個へ花苗の寄せ植え作業を行い，津山町内の仮設住宅

を行いました。

へ提供しました。

◆すばらしい大衡を創る協議会

◆すばらしいおながわを創る協議会

作業を行い，
七ヶ浜町内の仮設住宅等に届けました。

子どもや高齢者等を地域で見守ろうと防犯ベストを購
入し，女川町内仮設住宅地域で防犯ベストを着用して防
犯パトロールを行いました。

◆すばらしい南三陸をつくる協議会

◆宮城県私立中学高等学校連合会

（南三陸町入谷公民館内）

宮城県内仮設住宅入居者の方々に美術を通した心の

東日本大震災の影響により地域住民が触れ合い，運
動できる広場が少なくなったため，高台のグラウンドを

民のつどい」が，平成２４年１１月１９日名取市文化会館で開
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２５０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６名・３団体と本年度の「みやぎ花のあ

鎌田会長より

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

受賞者に表彰
状を授与

の栄誉が称えられました。
活動紹介は，仙台市宮城野区福住町町内会会長の菅原康
雄氏からお話をいただきました。福住町町内会では震災前か

（女川町教育委員会生涯学習課内）

大衡村公民館にてプランター120個へ花苗の寄せ植え

〜安全・安心まちづくりフォーラム〜
今年度で４６回を迎えたすばらしいみやぎを創る運動「県

（角田市教育委員会生涯学習課内）

（大衡村公民館内）

第４６回すばらしいみやぎを創る運動「県民のつどい」

癒しを届けたいと，東北生活文化大学高等学校の生徒
が描いたアート作品を提供しました。

整備しました。

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２４年度は，下記６団体に反射材付きのジャンパーを合計450着，
腕章を合計450個貸与しました！

県民運動
運動」の活動
「安全で安心なまちを創る

◆すばらしい石巻を創る協議会

◆塩釜市防犯協会連合会

◆気仙沼市民憲章推進協議会

◆東松島市まちづくり推進協議会

◆松島町防犯協会

◆すばらしい南三陸をつくる協議会

ら住民自らが災害に備えた地域づくりを行っており，東日本大
震災時には，
これまで締結してきた「災害時相互協力協定」が
強力な助っ人となったことや届けられた物資を他の被災地に
搬送した「他助」についてのお話等をご紹介いただきました。
引き続き行われた記念講演は，
「笑う門には福来る」
と題して
落語家の三遊亭好太郎氏からご講演をいただきました。

落語家 三遊亭好太郎氏
の記念講演

復興支援活動，
いま私たちに何ができるのか

平成24年度
「宮城県生活学校運動大会」
開催

表彰おめでとうございます！
宮城県生活学校連絡協議会副会長の久我節子氏が
平成２４年度あしたの日本を創る運動推進功労者とし

平成２５年１月１６日東京エレクトロンホール宮城にて

て内閣官房長官表彰を受けられました。
また，石巻市

「助け合い 支え合おう！東日本大震災復興支援活動」
を

渡波生活学校委員長の津田幸子氏は，
同じく運動推

テーマに開催されました。
講演では石巻ふるさと復興協

進功労者としてあしたの日本を創る協会会長表彰を受

議会会長の松村善行氏から「避難所・仮設住宅におけ

けられました。

るコミュニケーション」
と題してご講演をいただき，
また

長年にわたり本県の生活学校運動の推進にご尽力

事例発表会では，
４つの生活学校から各自の復興支援

いただきました。
これからも健康でますますご活躍さ

活動についての発表がありました。
復興支援活動を様々

れますことを期待いたします。

な角度から学び，
考える機会となりました。

松村善行氏の講演

会場の様子

表彰状を手に喜びの久我氏（左）
と津田氏

宮城県生活学校連絡協議会が取組んでいる復興支援活動

全国の台所に
「アクリルたわしのひまわりの花」
を咲かせよう！
宮城県生活学校では，全国生活学校連絡協議会と連携して，仮設住宅にお住まいの方々が希望を込めて，ひと針ひと
針編んだ「ひまわりの花」に模したアクリルたわしを全国の方々に購入していただく復興支援活動を展開しています。アク

リルたわしが１個（２５０円）売れると作成された方に１２０円が還元される仕組みで，作成者は楽しみながら編み，被災者
間の交流も深めています。アクリルたわしの購入をご協力いただける方は，
下記の窓口までお問い合わせください。
南三陸町入谷地区では，子ども達の見守り活動を行っています！

4

石巻地区では，駅前で防犯の啓発活動を実施しています！

問い合わせ先：あしたの日本を創る協会内 全国生活学校連絡協議会 TEL０３−５７７２−７２０１まで
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みやぎまちづくり情報紙

犯罪のないみやぎ
安全・安心まちづくり県民運動

全国表彰
あしたのまち・くらしづくり活動賞 総務大臣賞受賞!

（主催：公益財団法人あしたの日本を創る協会）

今年度は，NPO 法人フェアトレード東北が内閣総理大臣賞を，NPO 法人亘理いちごっ
こが総務大臣賞を受賞されました！今回は，NPO 法人亘理いちごっこをご紹介します。

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，行政施策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

誰もが気軽に立ち寄れるコミュニティカフェスペースを提供

NPO 法人亘理いちごっこ

食 事に 来られた
方々にスタッフも
加わってお話して
います！

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，震災前の安全・安心に暮らせるまちを取り戻していくために，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・安心まちづくりリーダー養成講座

NPO法人亘理いちごっこの概要
●活 動 場 所：コミュニティカフェレストラン｢亘理いちごっこ｣，宮城県内の仮設住宅等
●活 動 内 容：「亘理いちごっこ」での食事提供をはじめ，みなし仮設住宅等へ出向いて被災者のお
話を聞く活動や，亘理町内の罹災した小・中学生を対象に学びの場｢寺子屋｣を実施し
ている。そのほかコンサートなどのイベントを不定期で開催している。
●活動開始日：平成２３年５月

会場に「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。これ
は，被災地で，安全で安心なまちづくりのた
めに中心となって活動していく担い手を育成し

ある日の冷しゃぶメニュー

ようとするものです。

代表理事の馬場照子様，事務局長の乳井昭道様にお話を伺いました
｢亘理いちごっこ｣の発足

昨年１２月６日と７日，仙台市と気仙沼市を

外からのパワーを借りよう

震災直後の避難所で満足な食事をとれない方々を目の当

イベントを開催するときは，
自分達だけでなんとかしようと

たりにして，罹災証明をお持ちの方に無償で食事を提供した

するのではなく，外からの力を借りて実施しています。
外部の

のが｢亘理いちごっこ｣のはじまりでした。野菜をふんだんに

方々にお願いをする際には，｢イベントをお手伝いしてくださ

使った栄養バランスのとれた食事を提供するだけでなく，家

い｣だけではなく，企画段階から参加してもらっています。企

族や知人や家をなくした人たちがふらっと何も気負わずに

画から一緒に行うことで，スタッフとして頼りにされ，自分を

立ち寄って食事をとれる実家のような場所にしたいと思いま

発揮でき，交流が生まれます。
そうすると自然にスタッフとし

した。

て活動してくれる人たちが増えていきます。

地域安全マップとは
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。

仙台市では，市民ボランティアなど約９０名

実際にマップづくりを意識しな

の方が，気仙沼市では小・中学校の先生など

がら自分のまちを歩くことで，こ

約４０名の方が参加し，地域安全マップの作

れまで気付かなかった危険箇所を

成を通じて「犯罪機会論」を学びながら，安

発見できたり，危険を予測する能

全な場所，危険な場所を判断する視点を養い
ました。

気仙沼小学校で作成した
「地域安全マップ」

力が身に付きます。

宝くじ普及広報事業「コミュニティ助成事業」で
青少年健全育成に関する講演会を開催した団体紹介

『石巻市』

※コミュニティカフェレストラン「亘理いちごっこ」では，現在は被災者だ

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

けではなくすべての方を対象に安価な設定で食事を提供しています。

石巻市では，地域全体で創造性豊かな人材を育成する

支援される人もスタッフも｢お互いさま｣
これまで支援してきた被災者の方から｢応援してもらうば

全育成協議会は，昭和60年の発足以来，旧桃生町全世帯

かりじゃなく自分も何かしたい！｣との声を頂き，スタッフとし

から協力金をいただき，学校やＰＴＡのみならず，防犯協

て加入してくれる方が増えています。支援される方々もスタッ
フもお互いに励まし合い，その後つながりを持って直接やり
とりをしたり，支援してきた方々から｢辛かった時に支えても

昨年開催したイベントで協力頂いたボランティアの皆様・スタッフとの集合写真

｢ありがとうチケット｣の発行

らえてうれしかったから，これを差し入れするね！｣と野菜など

全国からたくさんのボランティアの方々に応援をいただい

を頂くことがあり，垣根を越えた｢お互いさま｣の関係になっ

て私たちは活動してきました。
その応援に感謝の意を表した

ています。

いと５００円分の｢ありがとうチケット｣を発行し，無償ボラ

仙台などのみなし仮設住宅で暮らす亘理町出身者の所へ
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施策を掲げています。中でも桃生町地域ぐるみ青少年健

ンティアの方々へお渡ししています。チケットは「亘理いち

出向いてお話を聞く活動も行っており，
｢亘理の人たちと会

ごっこ」
で使えるだけでなく，協賛

いたい！｣という希望が多かったため，バラバラになってし

いただいた地元商店（現在４２

まった方々を集めてサロン活動を始めました。荒浜の民謡

店舗）でも使用できます。少しで

｢えんころ節｣を合いの手を入れながら歌ったり，ゲームや雑

も地元商店に協力できたら嬉し

談をしていますが，スタッフからは｢自分も参加した気持ちに

いですし，何より地元商店の方々

なって満足感がある！｣との声も多く，スタッフと支援される

とのつながりを持つことができ

側との立場を越えた支え合いの活動になっています。

たことは大きな実りですね。

会，交通安全協会，老人クラブ，商工会，文化協会，体育
協会など，地区内に組 織するあらゆる団体の連携のも

の糧を得ることができる。④青少年健全育成に係る新た

と，文字通り地域ぐるみで青少年の健全育成事業に取り

な取り組みへの創出が期待できる。⑤家庭教育の充実，

組んでいます。具体的な活動内容は，あいさつ標語の表

地域の連帯感や活性化が期待できる。

彰，少年の主張発表，講演会の開催，また，13地区それぞ

講師の尾木氏は，豊富な教育実践をもとに著作物・講

れに地区懇談会の開催，環境美化のためのクリーン運

演等で持論を展開しており，特にテレビ出演などでなじ

動，夏休み等の巡視活動などです。

み深い存在からか，予想を超える聴衆が集まり，用意した

今回コミュニティ助成事業に採択された講演会は，講

600席はすぐに満席になりました。参加者からは「子ども

師に教育評論家の尾木直樹氏を迎え，以下の効果を期待

をほめて伸ばす方法や日本の教育のことなど知らなかっ

して行われました。

たことがわかり，とても勉強になった」，
「子どもの心を

①多くの市民の参加が期待でき，
「まず大人たちが変

受け入れて共感するように実践したい」などの声が寄せ

わる」という意識を共有する場を提供できる。②地域で

られ，また，地域のあいさつ運動などの重要性も指摘さ

の取り組みの重要性を認識できる。③参加者自らの人生

れました。

ありがとうチケット
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