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奥 州 から はじまる 繋 が る 心 の 輪

表紙写真の紹介

irori（イロリ）とは、囲炉裏を囲んで輪になる姿を重ね、老若男女を問わず多くの市民や市民公益活動団体が連携し輪が生まれることを願い名づけました。

学生団体 Shukuba

イベント情報・助成金情報のお知らせ
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特定非営利活動法人 こぽ

地いき楽しく アイビーナ

特定非営利活動法人 シチズンスポーツ奥州

補助金活用団
体

irori伝言板
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　平成29年7月1日㈯に奥州市江刺区
の中町商店街特設コースで「いす-1GP」
が開催されました。
　このイベントは、中心市街地への来街
者増加を図るため、岩谷堂商店街連合会
が市民提案型協働支援事業補助金を活
用し開催。
　多くの観客の声援を送られた総勢27
チームの参加者は、大粒の汗を流しなが
ら2時間を走り抜きました。



「飛び込め！Oshu」ざっつぁかまつりでの様子

代表／沼田　亜美　　設立／平成27年11月11日
［問い合わせ］
　Mail：oshu.shukuba@gmail.com
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Shukuba
学生団体

「飛び込め！Oshu」ざぁつぁか祭りでの様子 第一回「奥州ワカモノセッション」の様子 第二回「奥州ワカモノセッション」の様子

　団体設立者である遠藤雅也さんが東
日本大震災でのボランティア活動で体
験したもの――それは、被災地住民のま
ちへの想いや人と人との繋がりでした。
　ボランティアから奥州市に戻った遠
藤さんは、「地元はつまらない」、「面白
くない」などと口にする若者たちのまち
への想いに衝撃を受け、少しでも奥州
市を知り自ら関わりを見つけてワクワ
クしてほしいと思い、平成27年11月に
団体を設立し活動を始めました。
　団体名の「Shukuba」は「宿場」を英
字表記したもの。「宿場」は商人や旅人
など人との繋がりを感じさせます。しか
し、当時の奥州市にはその繋がりが感
じられなかったため、人と人が繋がる
ことで新しい人脈が生まれ、これまで
の考え方や価値観が変わると信じ

「Shukuba」と名付けました。

　現在の会員６人は全員が奥州市の

出身者。ほとんどが市外の大学生・専
門学生のため、イベントの打合せは主
にSkype（テレビ電話）で行っています。
　若者にもう一度奥州市のこと、自分
たちでできることを考えるきっかけ作
りの場である「奥州ワカモノセッショ
ン」は、これまで計3回開催。奥州市長
やＩターンでリンゴ農家になった人、鋳
物工場の代表者などをゲストとして招
き、今まで知らなかった奥州市につい
て理解を深め関わる機会を増やしてい
ます。
　また、若者が奥州市を体験する取組
みである「飛び込め！Oshu」では、日高
火防祭など市内のお祭りへの参加や、
郷土料理「奥州はっと」をテーマに地元
の食の匠をゲストに招き、はっと作り体
験などを通じて、地域と若者との繋が
りを図っています。

　今後は、会員を増やしながらより充
実した活動とするため、イベントチラシ

を作成・配布するなど参加者を増やす
工夫のほか、これまで以上に若者に奥
州市の魅力を感じてもらえるような活
動を考えています。
　その新たな取組みとして、宿泊型の
農業体験ツアーを9月23日㈯～9月
24日㈰に企画しており、農業・自然・食
に興味がある参加者を広く募集してい
ます。
　学生団体Shukubaでは「20代の学
生や社会人、中高生でお手伝いができ
る人など、何か地域で活動してみたい
と思っている人はぜひ一緒に活動をし
てほしい」と魅力を共有してくれる仲間
を募っています。
　将来はメンバー全員が地元に帰って
くる予定です。奥州市を活気溢れる街
にするため、今は遠く離れた地から地
元の活性化のために活動をしていま
す。

人と人との繋がりを求めて

ワクワクする活動を
魅力的なまちのために
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特定非営利活動法人 代表／朽 木 静　　設立／平成23年1月25日
［問い合わせ］
　住所：奥州市水沢区真城字上野303-10
　TEL：0197-25-8006　Mail：m-kopo@catv-mic.ne.jpこ ぽ
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こぽのアットホームな建物！

相談支援事業所の外観

　福祉行政に携わる中で、決められた
制度や、限られた時間でしか活動がで
きないなどの制約にもどかしさを感じ
ていた朽木代表は、できるだけ利用者
さんやご家族のニーズに合わせた障が
い福祉サービスを提供したいと考え、
平成23年1月に特定非営利活動法人
こぽを設立しました。

　こぽでは、自分の家のように感じ、リ
ラックスしてサービスを受けてもらえる
よう民家を事業所としています。小・
中・高校生を対象とした「放課後等デ
イサービス」、利用者さんの見守りが必
要な際の「日中一時支援事業」などを
行っています。そのほか利用者さんの
料理や運動、音楽などの余暇支援をし
ていて、利用者さんのご家族を対象と
した「お茶会」や「勉強会」といった行事

も行っています。

　支援を続けていく中で、短期間では
なく長い期間をかけて利用者さんやそ
のご家族の気持ちやニーズに寄り添い
それぞれの「個」を尊重するように心
がけています。また、利用者さんの成長
を実感したときや、いいところ見つけを
しながら、その利用者さんが見せる笑
顔に、スタッフは力をもらいます。
　このような各支援事業のほかに、平
成28年には市民提案型協働支援事業
補助金を活用し、障がいの有無に関わ
らずお互いの個性を尊重し、共生する
社会の促進を目的に、プロの和太鼓楽
団として活動している「障がい者長崎
打楽団瑞宝太鼓」を招き、太鼓コン
サートを開催しました。当日は約330
人が来場し、力強い太鼓の音に聴衆は
魅了されました。

　こぽでは、利用者さんのご家族が行
事などで交流するときに、家族同士の
つながりが生まれ、情報交換や共通理
解を深めるきっかけとなっています。ま
た、利用者層が幼児から成人までと幅
広いため、家族同士がお互いの悩みや
体験を語り合うことで学びの場にも繋
がっています。
　家庭や地域での日常生活において
支援を必要としている人やそのご家
族、関係者にも、福祉に関しての相談に
ついて気軽に足を運んでもらえるよう
にと相談支援事業所も民家を借りて運
営しています。

個歩～こぽ～
ひとりひとりを大切に一歩ずつ

弧歩～こぽ～
みんなの歩みが大きな輪になるように

小歩～こぽ～
小さなことから一歩ずつ

子歩～こぽ～
子どもたちと一緒に一歩ずつ

こぽ室内の様子

瑞宝太鼓のチラシ
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アイビーナ
地いき楽しく

「mama☆fes」ラジオでの宣伝活動 打合せの様子

「mama☆fes」遊びの広場の様子

代表／宍戸　直美　　設立／平成27年10月1日
［問い合わせ］
　TEL：090-5238-9523
　Mail：enjoyibena@gmail.com

　転勤族の夫をもつ代表の宍戸直美さ
んは、ある転勤先で子育て支援と親支
援の大切さを感じたと言います。また、
自身が子育てをする中で感じた社会か
らの疎外感から、母親同士の交流や情
報発信の重要性に気付き、奥州市でも
子育て支援の充実や子どもと母親が楽
しめ、地域とも繋がれるイベントができ
たらと、同じ想いを持っていた母親たち
と平成27年に団体を設立しました。
　そして、設立翌年には市民提案型協働
支援事業補助金を活用して第一回目と
なる「mama☆fes（ママフェス）2016」
の開催を実現し、子育て世代の親と地
域を繋げる第一歩を踏み出しました。

　宍戸さんは、「母親が元気であれば子
どもにも良い影響が出て、家族に笑顔
が広がる。そのためにはストレスのない
生活を心がけることがとても重要」と語
ります。

　設立３年目となる今年は、家事や育児
などで溜まっている心と体のストレスを
解消してほしいと、市民提案型協働支援
事業補助金を活用し「カラダ×ココロづ
くり交流会」を開催。瞑想法の一つであ
るマインドフルネスと、人間本来の健や
かな動きを取り戻すアニマル進化体操
を取り入れ、参加者はストレスを解消す
る自己調整能力を学びました。
　また、「mama☆fes（ママフェス）2017」
では、一回目の経験を活かし内容・集客
により力を入れ、約50のワークショップ
や飲食の場を設けるなど多彩な内容と
なりました。工作や絵本の読み聞かせ、
ベビーマッサージなど子どもが楽しめる
企画のほか、ヨガや助産師による相談
会、雑貨販売やネイルなど母親が楽し
めるイベントが行われ、親子に限らず幅
広い世代が交流し楽しめる企画となり
ました。

　「私もそうだったけど、子どものことで

悩んでいる親が多いと思います。でも、
子どももひとりの人間。言うことを聞か
ない、思い通りにならないのは当たり前
のことです。『子どもは大人を見て育
つ』、親の正しいと思う考えを押しつける
のではなく、親たち大人が楽しくイキイ
キとした姿を見せることが子どもにとっ
て１番の幸せだと思います」と宍戸さん。
　地域に日常が楽しいものだと感じ笑
顔になってくれる人が増え、子育て・子
育ちしやすい環境とするため、地いき楽
しくアイビーナでは打合せを何度も行
いイベントを企画しています。
　今後の活動については、「これからも
カラダとココロの基盤づくりに繋がるよ
うな楽しい企画を考えていきたいです。
気軽に相談や情報交換できる場を作る
ことが目標。子どもたちが夢を持ち巣
立っても、また帰りたい！と思ってもらえ
るような地域になれば」と力強く話して
くれました。 

想いを形に

子育ての基盤作り

楽しく地いきで子育てを

「カラダ×ココロづくり交流会」の様子
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特定非営利活動法人
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シチズンスポーツ奥州

芝生のポット苗を移植作業している様子

パパ＆ママのフットサル大会の様子 ヨガ教室で美ボディを目指しています！

代表／佐藤　訓文　　設立／平成24年3月13日
［問い合わせ］
　住所：奥州市水沢区東中通り1-1-13
　TEL：0197-22-2564　Mail：mfcchouse@ybb.ne.jp

　シチズンスポーツ奥州は、スポーツ
を通じて地域を盛り上げたいとの想い
から、市内で以前から活動していた
サッカークラブの指導者たちが発起人
となり、サッカーを中心に様々なスポー
ツの種目を取り入れた総合型地域ス
ポーツクラブとして、特定非営利活動法
人を平成24年3月に設立しました。
サッカークラブの活動は小学生から壮
年までの幅広い年代や男女別でのカ
テゴリーに分かれており、サッカー教室
やヨガ教室、ラグビースクール、小学生
を対象としたトレーニング教室、各種イ
ベント・講演会の開催など多岐に及ぶ
活動も展開しています。

　より良い芝生のグラウンドでプレー
したいとの想いから、市が管理する「胆
沢川桜づつみ多目的広場」の芝生環境
を改善する「JFAグリーンプロジェクト
in奥州」の取り組みを平成25年度より

スタート。活動１年目には公益財団法人
日本サッカー協会の「JFAポット苗方式
芝生化モデル事業」を活用し、地元の
小中高生や市民の有志など約600人
が集まり芝生のポット苗の移植作業を
行いました。その後、会員メンバーを中
心にボランティアの砂入れ作業などの
協力を得ながら芝生の養生管理を継
続。管理業者や市担当課などとの意見
交換をしながら、作業環境の改善や冬
芝のオーバーシーティング（試撒き）な
どに取り組み、より良いグラウンドの管
理方法の検証を行っています。
　また、平成28年度には市担当課とグ
ラウンド管理に係る協働の役割分担の
話し合いが行われ、シチズンスポーツ
奥州は市民提案型協働支援事業補助
金の活用により、グラウンド利用団体
などのボランティア作業のコーディネー
トを行いながら、芝生の管理業者との
連携により芝刈り、施肥などの基本作
業を担うことになりました。
　このプロジェクトを通じて、利用者自

らが芝生養生の基本作業を理解し、多
くの方が芝生の魅力を感じながらグラ
ウンドを利用していただくことを目指し
ています。

　シチズンスポーツ奥州では、活動を
応援してくれるサポーター会員を募集
しています。このサポーター制度は、会
費の使い道を自分の応援したい活動
や事業に申し込みができる仕組みに
なっています。
　そして今後は、地域のニーズを把握
しながら、スポーツ種目を増やしていき
たいと考えています。子どもたちが元気
に駆け回れるような地域を目指し、ス
ポーツを通じていきいきと笑顔があふ
れる未来に期待を膨らませています。

スポーツで奥州を盛り上げたい

素敵なスポーツライフを

市民のためのスポーツ

サッカークラブでの活動の様子
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伝言板

岩手奥州ダブルケアママの広場

みんなあつまれ!ほんわかサロン「ハッピーハロウィン」

市民活動総合補償制度

ひめかゆフラワーガーデン植栽ボランティア募集

「この世界の片隅に」奥州市上映会

市民公益活動に係る各種情報や助成金情報などをお知らせします。

情報の掲載を希望する団体は奥州市協働まちづくり部地域づくり推進

課（☎0197-35-2111）までお問い合わせください。

　仮装をしておやつをもらおう！！ 就園前のお子さんならどな
たでも参加できます。

【日時】平成29年10月20日㈮ 午前10時～12時
【受付】午前9時45分～
【場所】奥州市総合福祉センター「ふれあいの間」
【定員】20組
【申込締切】10月16日㈪定員になり次第〆切
【申込方法】FAXまたはメールにて「氏名・お子さんの名前、年齢・

連絡先」を明記の上お申込み下さい。折り返しご連絡致します。
【申込】胆江地域子育てサポートネットワークわらしゃんど
　FAX／0197-35-5554
　メール／warasyando@gmail.com

【問合先】佐々木（☎090-5184-7336）

平成29年度奥州市市民提案型協働支援事業

（第3回審査分）の提案募集

　市民公益活動団体の新たな支援制度として平成28年度より
開始している「奥州市民提案型協働支援事業補助金制度」の平
成29年度第３回審査分の提案事業を募集しています。補助金
コースなどの制度の詳細は下記までお問い合わせください。

【募集期限】平成29年8月10日㈭
【提出先】奥州市協働まちづくり部地域づくり推進課（江刺総合

支所内）若しくは、奥州市民活動支援センター（メイプル地下）
【問合先】奥州市協働まちづくり部地域づくり推進課
　（☎0197-35-2111）

　ひめかゆフラワーガーデン内に、紫陽花、菖蒲の植栽活動を
行います。その植栽ボランティアを募集いたします。

【日時】平成29年９月10日㈰ 午前9時～11時30分
　（雨天決行）

【集合場所】ひめかゆハーブの家駐車場
【作業内容】穴堀り済みの植栽箇所に紫陽花、菖蒲を設置し、
　土をかぶせる作業です。

【持ち物】汚れてもいい服装、長靴、帽子、スコップ（ショベル
等）、レインコート、タオル　※軍手・飲み物支給有り

【申込締切]】9月1日㈮
【申込・問合先】ひめかゆ協力会事務局　千田（協栄電工㈱）
　（☎0197-28-0555）

【日時】平成29年８月20日㈰
　［第一部］開場／午前10時•開演／午前10時30分
　［第二部］開場／午後2時•開演／午後2時30分

【場所】奥州市文化会館Zホール中ホール
【入場料】前売り800円（当日1,000円）
【プレイガイド】奥州市文化会館Zホール・コープアテルイ・メイ

プル・文秀堂㈱・美容室BLIS・Zプラザアテルイ・胆沢文化創
造センター・SSMサンエー・江刺体育文化会館ささらホール・
前沢ふれあいセンター

【問合先】シネマ奥州をつくる会
　メール／cinemaoshu@gmail.com

　「irori」は今年2月に発行したコーディネーター通信をリニューアルし、奥州市民活動支援セン
ターの登録団体の中から、発足して間もない団体や市民提案型協働支援事業補助金を活用し
事業を実施している団体を中心に活動の状況を紹介する情報誌です。
　この情報誌により、多くの団体や市民が出会い、交わる機会となればと願っています。
　今回、ご紹介させて頂いたこぽさんとシチズンスポーツ奥州さんでは、障がいのある子ども
達に体を動かす楽しさを知ってもらおうと「チャレンジドEnjoyスポーツプログラム」の活動を
始めたそうです。
　日ごろは異なる分野で活動している二つのNPO法人が、協働のパートナーとなり地域に笑
顔を届けています。

　奥州市民活動支援センターは、市民と企業・行政
との協働によるまちづくりを目指すさまざまな活動
を支援するための奥州市の施設です。団体・NPO法
人の設立、運営、活動資金など市民活動に関する相
談に応じるほか、会議室などの利用もできます。

編集後記
奥州市民活動支援センター

〒023-0801
岩手県奥州市水沢区字横町2番地1メイプル地下1F
TEL・FAX／0197（22）4200
HP／http://npo.oshushi.com/

［開館時間］月～金／10：00～21：00

土～日／10：00～17：00

［休 館 日］祝祭日、年末年始（12/29 ～1/3）

この情報誌に関するお問合せ
奥州市協働まちづくり部地域づくり推進課

TEL：0197-35-2111

　介護と育児を頑張っているママ同士がお互いの悩みなどを
共有し、リフレッシュをする場となるおしゃべり会を開催してい
ます。各種利用できるサービスやグループホーム、保育園など、幅
広い情報交換の場としてもご活用ください。

【日程】毎月第2金曜日 （8月は21日㈪） 
【時間】午後1時30分～3時30分
【場所】奥州市民活動支援センター事務ブース（メイプル地下1階）
【申込・問合先】八幡（☎090-3647-2530）
　メール／oi_river_hatchin@yahoo.co.jp

【HP】https://ameblo.jp/piyo-sunflower/

［Facebook］

https://www.facebook.com/oshu.chiikidukuri

　奥州市では地区振興会やボランティア団体等が安心して市民
活動を行うことができるよう、市民活動総合補償制度に加入し
ています。保険料については市で負担し、保険会社と契約をして
います。保険の手続き等は下記までお問い合わせください。

【対象となる方と活動】
　市内に活動拠点を置き、その構成員に市民が含まれる市民
活動団体による、「非営利・自主的・継続的・公益性」のある
活動が対象となります。
　市内に活動拠点を置く市民活動団体による活動であって
も有償ボランティアや委託業務・単発的・特定の個人や団体
のための活動は対象にはなりません。また、法人による市民
活動は対象になりません。

【問合先】奥州市協働まちづくり部地域づくり推進課
　地域支援室（☎0197-35-2111）
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