
1
特定非営利活動法人
いしのまきＮＰＯｾﾝﾀｰ

木村　美保子

地域で市民がNPO活動に参加できる環境を整備したり、地
域のNPO活動が活動しやすいような支援策を一緒に考えた
り手助けするとともに、幅広く地域や分野を越えてNPOと
の定着と発展をはかり、企業や行政とのパートナーシップ
の形成を促進させること。

●情報の受発信活動・NPOに関する相談対応
●各種研修講座の開催。政策提言
●交流とネットワーク活動・人材育成
●調査研究活動

2 広域石巻住宅改善センター 今村　茂

建築に関する専門知識と技術を有するものや、介護医療等
の専門家が市民と協力し、高齢者や障害を持つ人の暮らし
やすい生活環境を確保するために住環境の改善に関するす
る事業等を行うことにより、地域に住む人々との連携を図
り、明るい地域づくりに寄与する。

●保健及び福祉の増進を図る活動
●社会教育の推進を図る活動
●環境保全を図る活動
●まちづくりの推進を図る活動
●前各号に掲げる活動を行う団体の活動に関する連絡、助言または援助活動

3 NPOｽﾏｰﾄ・ｼﾆｱいしのまき 佐藤　匡
石巻地域に居住するシニアが豊富な人生経験と知識を活か
し互いに生きがいを見出すと共に市民活動及びボランティ
ア活動を推進し、豊かな社会を創造する為に活動する。

●パソコン教室
●パソコンを利用した交流
●健康麻雀教室
●ハイキング・登山・釣り・ゴルフ等
●英会話教室・絵画教室・川柳教室等
●花見会、クリスマス会等

4 石巻市文化協会 足立　岳志

地域の芸術文化の発展を助長すると共に、その活動を通じ
て地域文化の振興の向上に寄与する。芸術文化団体相互の
連絡調整を図る。内外の優れた芸術文化団体との交流。歴
史、伝統・文化を生かした街づくりの推進に寄与する。

●石巻芸術文化祭開催
●石巻市域出身芸術、文化人との交流
●会員の拡大
●地域関連事業への積極的参加
●会報発行
●独自の助成金制度の実施
●研修事業の充実
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5 石巻を考える女性の会 清水　真理子
石巻を明るく、楽しく、やさしい、住みよい街にするため
に女性の力を合わせて活動する。

●青少年教育に関する事業
●川開き祭りへの参加
●市教に関する勉強会の開催
●フォーラムの開催

6 石巻市国際交流協会 大津　幸一

石巻市民を主体とする文化・スポーツ・生涯学習・産業経
済等、幅広い分野における国際交流を積極的に推進し、市
民の福祉と文化の向上に資するとともに、国際親善を通し
て世界平和と繁栄に寄与する事を目的とする。

●広報部会～広報誌の発行、協会のPR
●交流部会～各種国際交流団体・個人との交流、在住外国人との交流等
●研修部会～講演会、外国語交流団体・個人とのネットワークづくり、ホームビジッ
ト　受け入れ家庭の登録制度確立

8 石巻千石船の会 辺見　清二
千石船ひらた舟などの歴史と文化を核にして、会員相互の
親睦と江戸期に奥州への湊として栄えた石巻港の歴史的視
点に立ち街づくりの一助とすること。

●石巻湊の歴史勉強会
●聞き取り調査
●資料収集
●研修旅行
●交流事業
●川開きパレード参加
●機関紙発刊
●北上川フェア参加
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10 明笑館 佐々木　勝男 民間非営利活動のための集会施設として。

●木曜会（リサイクルによるもの作り・運営資金作り）
●すまいる広場（地域文庫）
●卓球教室
●明笑館作品展
●ＳＩＴ練習会
●火曜クラブ（障害者の相互交流）

12
宮城県 明るい社会づくり運動
石巻地区推進協議会

齋藤　正美
明るい社会づくりを運動を全市民的な運動にして、人間と
して豊かさを基調として平和で美しく生きがいのある社会
実現をめざすことを目的とする。

『出会いのフォーラム』を通じて、市民が主体となるボランティア活動や草の根グ
ループ、NPOやNGOなどをネットワークしながら、市民社会を支える人々の連携と協力
の基盤づくりを実施していきます。

13 川の体験隊まきいし 浅野　清次
川と自然の中で種々体験を通じて、自然に対する関心を持
つ。

●カヌー体験
●クルージング
●水道検査
●植木調査
●清掃活動

14
石巻レスキュー・サポート・バイク・ネット
ワーク

白土　茂
バイクの機動力とバイクを支援するネットワークにより、
災害時における救援活動ならびに情報伝達の支援を行い、
バイクを通して地域社会に貢献することを目的とする。

●会員の訓練及び研修
●会員相互の交流と親睦
●バイクの安全運転の啓発及び、ライダーの資質向上
●石巻RBの普及及び啓蒙
●宮城レスキュー・サポート・バイク・ネットワークとの連絡調整
●その他、目的達成に必要と認められる活動

3



登録
番号

団体名 代表者名 設立目的 具体的な活動内容

16 一般社団法人 石巻青年会議所 齋藤　光智
地域社会の発展と福祉の向上に貢献し、明るい豊かな社会
の実現

●石巻圏域の生活環境向上を目的とする運動推進
●石巻圏域の経済発展を図る事を目的とする事業
●青少年健全育成
●石巻圏域の発展に貢献する人材育成

17 地域・国際貢献サークルフォーラ夢 齋藤　美和子 石巻地域の諸外国の融和と貢献

●国際協力～ケニアのスラム地区、アフガニスタン難民への支援
●国際交流
●地球セミナー～外国との関わりを持った方を招いての勉強会
●国際理解教育～学校の総合教育授業として

19
キャナルネット
～運河とふれあうまちづくりの会～

三浦　英明 運河を活かしたまちづくりを推進すること
●運河のライトアップ
●地域イベントへの参加
●河川の浄化

25 シニアのためのネットワーク石巻 大槻　やす子
高齢化社会に於ける高齢者自身の活力を社会に奉仕する一
助として。

●市立病院内に限定する奉仕活動
●再診受付けの介助
●車椅子利用者の介助
●院内案内
●入院患者用タオルの整理

4



登録
番号

団体名 代表者名 設立目的 具体的な活動内容

28 まんぼう画会 尾形　たき子
絵画同好者による研修と展示会、交流、色紙等販売による
社会福祉に寄付

●毎月２回の例会・公民館が主
●年２回の展示会
●他グループとの交流
●年２回のスケッチ旅行

29 石巻市民合唱団 新田　昭夫
私達は、皆で合唱することによって楽しみ技術を向上さ
せ、ひいては、石巻地方文化の振興に役立つことを目的と
します。

年一回の「定期演奏会」を持ち、「市民合唱祭」「県北合唱祭」女川町に於いて「光
太郎祭」、地域で催す記念事業等に率先して参加、常にリーダーとして活動していま
す。

30 石巻童謡愛好会 高橋　俊子
童謡、唱歌を通して会員相互の親睦と技術の向上を図り他
団体との交流、福祉施設訪問等の心のふれあいを目的とし
ます。

●市民合唱祭
●他団体との交流
●福祉施設訪問

31 特定非営利活動法人　びほろ 梶原　三雄
花と緑の街、海、川、万石浦の浄化、生ゴミ処理有機栽培
等、住みよい豊かな街づくり活動をする。

●学習会の開催
●海・川・万石浦の浄化大作戦の推進
●生ゴミ処理、有機農法の推進
●花と緑のまちづくり推進
●その他必要とする事項
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32 石巻建築設計事務所協会 武山　良一
会員相互の協力と親睦を第一とし、建築技術の発展向上に
図り優秀なる建築設計を行い、街づくりに寄与する。

●建築技術の講習会
●勉強会及び建築全般の設計相談会など年に１～２回開催

33 石巻絵本とおはなしの会 豊原　みどり

絵本やおはなしの豊かな世界を子供達に届けること。(人
から人に伝えられるおはなし、人から人に手渡される絵本
のぬくもりを子ども達に・・・。
子ども達の健やかな成長を願って活動しています。

●絵本とおはなしの勉強会
●小学校や公民館でのおはなし会
●講師の先生をお呼びしての勉強会やおはなし会の企画運営

34
非営利団体
みやぎITｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

猪狩　雅子
この法人は広く県民に対してパソコン操作の指導・助言等
に関する事業を行うことにより、豊かな情報社会の構築に
寄与することを目的とする。

●行政からのIT講習の受託
●自団体で企画するパソコン講習の実施、運営相談会の実施（第２、第４木曜日）

35 石巻市田代島獅子舞保存会 尾形　勝壽
江戸時代から伝わる田代島獅子舞と矢車太鼓を保存し且つ
後継者を育成伝承していくことを目的とする。

昭和64年に田代島小中学校が閉校となり子ども達による継承活動が途切れましたが石
巻中学校の生徒達が引き継ぎ、毎月２回石巻中学校旧校舎で田代島出身者の指導によ
り練習し、島の人たちとの交流して島祭り・川開き祭り・サンファン祭り等のイベン
トに参加しています。

6



登録
番号

団体名 代表者名 設立目的 具体的な活動内容

36
特定非営利活動法人
ひょっこりひょうたん田代島

小川　勉

過疎化、高齢化のため、現在危機的状況にある田代島に定
住する人間を増やすこと、豊かな環境を守り育てること、
住む人の心が癒される島にすることを目指し、田代島の研
究、PRや島民の生活、サポートなど田代島の発展に関する
事業を行い、社会全体の利益の増進に寄与する。

●島の活性化につながる様々なイベント・プロジェクトの実施
●活動推進のためのボランティア募集、派遣
●田代島に関する広報・情報収集・提供・会員間の交流
●その他島づくり、島育てのための様々な事業

39
特定非営利活動法人
手作りで元気を作る会

前田　純
住みよいまちの環境づくりを目指し、石巻の活性化に協力
できる活動をする。

●石巻市環境フェアに参加
●川開き祭フリーマーケット企画と手伝い
●年５回フリーマーケット企画開催

41 色んな生き方発信基地「くれよん」 野田　ますみ

子どもの子育てで教育問題を考えたとき、いろいろな生き
方の選択肢を伝えきれていない大人社会に目を向け、色ん
な文化、職業など、様々な価値観や視点を養えるような情
報を発信することを目的とする。また、より多くの情報を
円滑に伝えるためのネットワーク作りに努める。

●年一回の事業の企画と実施
●親睦会の開催
●臨時例会の開催
●年一回の総会の開催
●月一回の例会

43 石巻地区日本中国友好協会 白井　省三
日本中国両国民の相互理解を深め、日本とアジア及び世界
の平和と繁栄に貢献することを目的とする。

●春節祝賀会の開催
●総会・懇談会の開催
●中国料理教室の開催
●中国映画の上映会
●その他
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46 おしゃべり倶楽部やすらぎ会 稲葉　隆
地域社会の発展と福祉の向上に貢献し、明るい豊かな社会
の実現

●石巻県域の生活環境の向上を目的とする運動促進
●石巻県域の経済発展を図ることを目的とする事業
●石巻圏域の発展に貢献する人材育成
●青少年健全育成

48
ボーイスカウト宮城県連盟
石巻地区協議会

千田　好男

財団法人ボーイスカウト日本連盟はボーイスカウトの組織
を通じ、青少年がその自発活動により、自らの健康を築
き、社会に奉仕できる能力と人生に役立つ技能を体得し、
かつ誠実、勇気、自信及び国際愛と人道主義を把握し、実
践できるよう教育することをもって目的とする（財団法人
ボーイスカウト日本連盟教育規定１－１目的）

World Organization of Scout Movement　（WOSM)によって提示した各年代別（５歳
～６歳、７歳～９歳、１０歳～１４歳、１５歳～２０歳、２１歳～２６歳、２７歳
～）のプログラム活動を基本としている（日本連盟教育規定をご参照ください

49
特定非営利活動法人
石巻スポーツ振興サポートセンター

阿部　健治 スポーツ振興等
生涯スポーツの振興としての子どもから老人、障害者に対するスポーツを通した健康
増進。及び施設の管理など

50
特定非営利活動団体
石巻公共サポートセンター

佐々木　勝男 住民参加による住みよいまちづくり 検討中（公共事業の支援及び住民サービス事業）
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51 石巻海雲俳句会 佐藤　勲 俳句を通して教養を高める
●毎月２回の俳句会
●年一回の宿泊を伴う吟行句会

54
特定非営利活動法人
いしのまき環境ネット

齋藤　義樹
この会は、生活環境に関わる幅広い市民の交流を通して、
環境の改善と創造を図り、持続可能な社会の形成に資する
ことを目的とする。

●生活環境に関する情報交換及び交流会の開催
●地域環境づくりに関する調査研究や提案活動
●生活環境に関する活動への支援や協力
●生活環境に関する調査研究、交流活動イベント等の受託及び委託
●その他、目的を達成するために必要な活動の実施

56
特定非営利活動法人
ひたかみ水の里

新井　高広

次世代へ命の継承の根源をなす、水循環を可能にする新た
なライフスタイルの創造と実践を目指し、水循環の最小単
位としての流域環境の保全、改善等を通して水循環と人の
暮らしが共生できる流域連携社会を形成し、元気な活力の
ある地域を目指します。

●めだかっこクラブ（かわの楽校）
●出前かわの楽校（学校等、総合学習支援）
●環境人材育成（コーン・ラック）リバーマスタースクール
●各種イベント参加・支援

57 フットケアサークル いやし工房 赤間　直美

自分自身と家族の健康管理、そして地域の人々とのコミュ
ニケーションやボランティア活動に習得した技術（資格）
を役立て、喜んでいただきたいという思いがあり、会
（サークル）を立ち上げました。

養成講座で学んだ後、資格を習得していただき、特別養護老人ホームや８月からは県
立子ども病院でもボランティア活動をさせていただく予定となっております。大人だ
けでなく子どもの為のキッズマッサージを通して、若いお母さん方をも支援していき
たいと思っております。
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62 川柳くらげ吟社 勝又　明域
川柳を創作、研さんし会員相互の親睦交流を深め、文芸的
発展に寄与することを目的とする。

定例句会の開催を主とし、吟行区会および宮城県川柳大会、仙台市民川柳大会、東北
川柳大会への参加、ならびに石巻川柳大会を開催する事です。新人の加入を随時呼び
かけている。

64 石巻骨髄バンクの会 小野　喜代人

平成3年1人の男の子が血液を作る工場に異常が見つかり白
血病という病気になりました。しかし助かる方法はただ一
つ骨髄移植という治療でした。でも白血球が合わないと骨
髄移植は出来ません。方が会う確率は兄弟で4人に1人、他
人で500人～数万人に1人しか会わない為、大勢の方々に骨
髄バンクに登録して欲しい。

私たちは骨髄バンク、骨髄移植のことを正しく理解してもらおうと月1回の定例会(第
4月曜日)の他、勉強会、シンポジウム、街頭チラシ配り等。最近は、登録しやすい環
境を作るように努力するとともに、献血平行型登録会を多く開催できるようにしてい
ます。病気で苦しむ多くの方々を助けたいという。あったかい気持ちを持った方であ
ればどなたでも参加できます。スッポト的なお手伝いも大歓迎です。

66
特定非営利活動法人
アニマルクラブ石巻

阿部　智子
捨て犬や野良猫など動物達の現状を知らせ、人間との共存
のあり方を現実的に考えていく。自分にできることで不幸
な動物達を救済する努力を重ねる。

●新聞への掲載や出版、ホームページやパネル展などを通して動物の問題の啓発と協
力を呼びかける。
●放浪犬や野良猫などを助けようとしている人に協力して、アドバイスや医療費の補
助、不妊手術、里親探しのサポートをしていく。
●不幸になる命を生ませない。伝染病のまん延を防ぐ。飼い主のいない猫や犬でも必
要な医療を受けられるための不妊予防センターを週一回開院。

68 スワン国際協力の会SWAN 千葉　直美
海外で支援を必要とする人々への理解と関心を深め経済
的、精神的自立を支援する。

●講演会、セミナー、学習会、展示会の開催
●交流会の促進・支援金や物資の支援
●ニュースレターの発行
●バザー参加

10
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番号

団体名 代表者名 設立目的 具体的な活動内容

69
特定非営利活動法人
輝くなかまチャレンジド

武山　快子

①障がい者など社会的に弱い立場の人々が働く場として、
小規模作所を立ち上げる事業を行い製作活動(さをり織り)
を通して、自立と社会参画、福祉の向上を目指す。
②地域交流の場として提供することによりノーマライゼー
ションの確立を目指す。

●平成１７年４月より自主運営にて小規模作業所「こころ・さをり」を開設しさをり
織りの製作活動及び販売をし社会参加をして、社会的立場の弱い人々の精神的経済的
向上に努める。
●通所、入所施設の利用者さんにさをり織りの指導を行い、余暇活動と地域交流の場
を提供している。

71 フットケアサークルスマイルハート 石橋　ます子

自分自身と家族の健康管理、そして、地域の活性化人々の
コミュニケーションやボランティア活動に取得した。技術
(資格)を役立てて喜んでいただき安心して住める社会にし
たいという思いがあり会(サークル)を立ち上げました。

技術が必要なので希望者にはフットケアセラピスト要請講座で学んでいただきます。
目的や理念のもとその方向で活動しております。今はキッズマッサージ講座を通して
若いお母さん方にも支援しています。幼稚園、保育所、児童館などにもボランティア
活動をさせていただきたいと思っております。また、今まで歩まれた道のりに感謝を
込めて、特別養護老人ホームなどにもボランティア活動していきます。

72 フラ　ハラウ　カフラ　オ　ハワイ石巻 阿部　幸子

ハワイアン・フラダンスを通じて
①会員相互の親睦と技術の向上
②地域文化の振興
③社会福祉活動に役に立つことを目指す。

●地域活動について
・町づくりマンボーの会イベント参加
・灯篭祭り北上川フェアへの参加
●福祉活動について
・老健センター慰問
・福祉祭りかもめ学院お手伝い
●他団体との交流活動
・街のｸﾘｽﾏｽ会、蛇田地区公民館　祭りへの参加

75
NPO石巻広域ソーシャルスキルトレーニング
の会
アドベンチャークラブ

櫻井　育子

困難を抱える子ども（発達障碍児・不登校等）への直接支
援（ソーシャルスキルトレーニング、教育相談、生活支
援）
※詳細は別紙参照

●子供に対する毎月１回のソーシャルスキルトレーニング
●上級カウンセラー、心理判定員による教育相談
●特別支援教育推進事業
●支援者育成活動
●啓蒙活動
●月二回の音楽療法セッションの追加

11
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団体名 代表者名 設立目的 具体的な活動内容

76
特定非営利活動法人
夢みの里

菅原　桂子

障害のある人もそうでない人も共に地域で暮せるよう、そ
して、それがあたりまえのこととして受け入れられる環境
作りの一助になることを目的として深く地域・社会に寄与
していきたい。

●知的障害者の自立支援事業。グループホーム
●三障害と高齢者の通所ディ活動

77
特定非営利活動法人
障碍児と共に歩む会

宮城　秀晃
障碍児者を取り巻く環境改善を目指し、どんなに重い障碍
があっても障碍児者とその家族が安心して暮せる地域社会
を築いていくことを目的としている。

（１）障碍児の相談事業
（２）「つながりの家」お運営事業
（３）障碍児の子育て支援事業
（４）障碍児者の余暇活動事業
（５）情報の提供
（６）ボランティア。実習生の受入れ

80 護国館剣道スポーツ少年団 柴田　滋
剣道を通じ心身の鍛錬と健康な明るい生活が出来るように
する事を目的として設立

・剣道の練習、各種大会、講習会等への参加

82
宮城県建築士会
石巻支部

小川　俊彦
支部会員の協力によって建築士の業務の進歩改善と技術の
向上を計り建築文化の進展に資するをもって目的とする

●会員に本部・支部活動や業務・講習会の連絡等
●地震災害時の建物・応急診断における人員の派遣と実施
●市内及び周辺自治体中学校及び住民に耐震授業講習会実施

12



登録
番号

団体名 代表者名 設立目的 具体的な活動内容

83 石巻観光ボランティア協会 斎藤　敏子
石巻地域の観光事業対策として観光ガイドとそれに係る活
動　　　　その為に必要な学習、研修、関係団体との交流
観光関連の行事への参加をおこなう

1.石巻市内の観光ガイド（おもてなしツアー）
2.駅頭での観光案内
3.各地での観光PR
4.ガイドのための学習、研修、資料作成
5.総会　月例会　役員会

85 石巻市ＰＴＡ協議会 浅沼　賢史
家庭・学校・地域社会が連携し、21世紀を担う心豊かでた
くましい児童・生徒の健全育成をめざすＰＴＡ活動を推進
するため

保護者・教員（会員）対象に「父母セミナー」研修会開催

88 ハウオリラニフラスクール 菅原　秀子

この会は、フイレフア（小さな花たちの集まり）のよう
に、ハワイアンフラを通して集まった会員相互の技術の向
上を図り、もって地域の文化の振興、社会福祉に役立つこ
とを目的とする。

（1）会員所属地域の文化祭、その他イベント参加
（2）老健・福祉施設等への訪問、ミニデイサービス等への参加
（3）川開き祭り、サンファン祭りへの参加、蛇田イオン祭りへの参加

91
U-ネットEMみやぎの会
石巻支部

齋藤　義樹
EM（有用微生物群）を使った地球環境・共生のための環境
活動を発展させるために、講演会、技術交流会等を積極的
に開催して、市民活動グループ相互の情報交流を図る。

EM技術を活用して環境改善活動を行う。
・生ごみ堆肥化の推進
・自然農法の普及（無農薬、無化学肥料）
・河川・湖沼・海等の浄化
・学校等のプール清掃
・EM技術の普及・啓発
・会報の発行　等

13
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94 石巻青少年育成会 高橋　慎弥

スポーツ・文化・芸術等を通じて、青少年の育成と成長を
サポートし、布いては石巻市が普及発展することにより多
くの若者が石巻市に根付くように健全育成を図ることを目
的とする。

１）各種スポーツ及びスポーツ少年団の大会の支援育成
２）文化・芸術の各種催し物の企画・開催
３）関連団体との連絡交流
４）その他の目的達成に必要な事業

95
特定非営利活動法人
よりそって石巻

阿部　幸子
障がい児とその家族が将来安心して暮らしていける環境を
築いていくことを目的としている

①有機野菜生産販
②関連団体との連絡交流
③食品加工販売
④人権擁護
⑤その他目的達成に必要事業

96 ＥＭエコクラブみやぎ 沖田　幹雄
有用微生物群（ＥＭ）を活用し、学校や家庭、地域におけ
る環境問題を解決するため、奉仕の精神に基づき社会に寄
与する。

①ＥＭを活用し学校や家庭、地域等の環境を改善する活動
②ＥＭを活用し学校、地域等への普及啓発活動
③ＥＭを活用し家庭から出る生ごみの堆肥化活動
④その他目的を達成するための活動

97
特定非営利活動法人
石巻フィルムコミッション

加藤　俊治

インターネット放送事業を通じて、地域市民や学校機関等
と協働しながら地域文化・社会教育・経済活動の振興を図
ることで、社会全体の利益の増進と地域社会の活性化に寄
与することを目的とする

①インターネットサイト「まきいしねっと」上に石巻に関わる動画コンテンツを公開
②市民向けに映像制作セミナーの開催
③ふるさとＣＭ大賞の作品製作など、まちづくりの推進を図る活動

14
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99 水と緑の環境フォーラム・ものう 白石　定利
地域の歴史や文化を尊重しながら、北上川に囲まれた本町
の豊かな自然資源の活用や再発見を通し、住民参加の地域
づくり活動を推進することを目的とする

（１）豊かな水と緑を保全する活動
（２）地域資源と住民との関わりを再認識する活動
（３）環境学習に関する活動
（４）子供や青少年の健全育成を図る活動
（５）関連団体との情報交換や広域連携・交流活動
（６）その他目的達成のために必要な活動

100
特定非営利活動法人
ＤｏＴａｎｋみやぎ「地域政策研究行動会
議」

遠藤　学
地域的な問題を研究・分析しながら、解決に向けて行動
し、自分達の活動を通じ、さらなる地域的問題の解決のた
めに政策提言を行うことを目的とする

●被災地弱者支援活動
●情報発信活動
●社会貢献人材育成活動
●防災減災シンポジウム企画

101 特定非営利活動法人　ベビースマイル石巻 荒木　裕美
○マタニティー～未就園児の親子の子育て支援
○出産・子育て環境の震災復興

①親子の震災ケア
②マタニティー～未就園児の育児講座
③サークル活動等、親子の遊び場提供・提案
④子育て世代の社会参加
⑤少子化対策
⑥その他目的達成に必要な事業

103 石巻アーカイブスプロジェクト 志摩　幸枝
３．１１東日本大震災の被災者の声を集め、記録し、後世
に伝えるとともに、被災地の現状を広く語り伝えることを
目的とする

被災者を取材し、その体験談を録音・編集し、ラジオ放送やインターネット放送で広
く伝えるとともにデータ資料としてまとめ、必要とするしかるべき機関へ提供してい
く等

15
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106 特定非営利活動法人やっぺす
髙橋洋祐

柏原としこ

様々な支援団体・行政・地域と連携し、必要なところに必
要な支援が行くこと、市民が主体的に復興していくことを
目的とする

●仮設住宅団地内集会所を活用したイベント実施によるコミュニティ形成支援
●企業との連携による内職などの生きがい仕事の創出
●子ども・行政・地域住民との協働による復興まちづくり支援

107
ＮＰＯ石巻広域クリエイティブアートの会
ペンギンズアート工房

宮川　和子

特別支援を必要とする人たちのアートに関する感性の向上
とそのスキルやキャリアを習得できる余暇活動の支援を行
うものとし、アートを楽しみ、個々の表現が豊かに広げて
いくことができるように支援や空間、環境をつくることを
目的とする。

●特別支援を必要とする人たち（知的障害や自閉症等）のアート分野の余暇活動を充
実させることをめざす
●アート制作に生きがいを持ち、楽しみながら表現するための研究や情報収集活動
●制作したアートを広く一般に鑑賞してもらう環境づくり

108
特定非営利活動法人
まちの寄り合い所・うめばたけ

伊藤　壽朗

高齢者・障がい者が互いに交流し、生活を楽しむことので
きる場を提供するとともに、個人及び関連団体の得意技や
専門分野の情報・知識・技術を共有し、相互に協力して活
動できるようにネットワークを組み、助け合い支え合うコ
ミュニティづくりと個人の生きがいづくりに寄与すること
を目的とする。

①世代間、地域住民、外国人などとの交流によるふれあい事業
②高齢者、障害者などへのIT活用支援事業
③各種調査、研修、シンポジウム等の企画・実施事業
④移動困難者等への移動支援事業
⑤自然保護のためのリサイクル促進事業
⑥社会資源活用のためのネットワーク化支援事業
⑦その他、本法人の目的を達成するために必要な事業

109
特定非営利活動法人
そくしん

桑原　孝俊

この法人は国内に約１３００人在籍している「足揉み療
法」である「中国足心道療術師」並びに「中国整体療法」
である「中国足心整体師」と協同し広く一般市民に対し
て、足揉み・整体を中心とした「健康法」の講習会や情報
提供、技術の実践など「中国足心道」の社会的認知や普及
につながる活動を積極的に行い、一般市民の健康と、心豊
かな生活形成に寄与することを目的とします。そして東日
本大震災のように各地で発生する大規模災害の被災者に向
け、療術師が一丸となって健康に寄与するボランティア救
援に向かう事をもう一つの目的としています。

・前身任意団体が平成２３年５月より足心道療術師のボランティアグループが東北三
県の避難所・仮設住宅・集会所にて足揉みボランティアを実施
・平成２３年１０月より、中国足心道療術学院学院長直江敏男氏が、被災地（宮城
県）で仙台市若林区六郷市民センターにて、特別無料講習会を被災者に向けて開催
「東日本大震災で被災に遭われた方達への心身の回復に役立つ足揉みの知識と実践」
という講義内容。被災者が自ら、また家族で実践出来る足揉みレクチャーを実施。大
いに喜ばれ１１月にも実施しました。

16
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110
特定非営利活動法人
杜の伝言板ゆるる

石田　祐

豊かで住みよい地域づくりの実現のために、宮城県を中心
としたボランティア及びＮＰＯ（民間非営利組織）活動に
関わる情報の収集及び提供を主軸に、ＮＰＯやボランティ
ア団体等が活動しやすい環境づくりと、地域の人がボラン
ティアに参加しやすい環境づくりに寄与することを目的と
する。

当法人は、市民活動情報誌「月刊杜の伝言板ゆるる」を発行（１０，０００部）し、
ＮＰＯやボランティアへの活動に踏み出すきっかけとして提供しているほか、参加の
機会として、高校生の夏ボラ体験プログラムや、シニア層の活動啓発としてＮＰＯ訪
問バスツアーを開催している。また、宮城県の指定管理者として「みやぎＮＰＯプラ
ザ」及び情報支援サイト「みやぎＮＰＯ情報ネット」の管理運営をしている。一方、
ＮＰＯの運営や情報公開に欠かせないＮＰＯ法人会計基準の普及にも力を入れてお
り、講座やセミナーを随時開催している。
３．１１東日本大震災後は、被災したＮＰＯへの物資提供や被災地でのＮＰＯ出前相
談を開催したほか、被災して資金が不足しているＮＰＯの募金サイト「復興みやぎ」
を立上げ、各ＮＰＯの情報を発信してきた。

111 サポート石巻 佐藤　晃子

被災した人々へ対し、他団体や被災者とともに活動を行
う。早期回復、自立、前向きな気持ちになるための活動を
行う。石巻市全体が被災地であり市民全員が被災者と考え
る。市民が誰でも来れて楽しめる催しやワークショップを
開催する。不公平な支援をなくす。

今後は、復興、自立、生きる希望を見出すための公平な支援活動。誰でも参加できる
リフレッシュ、ワークショップや催しの開催、ボランティアコーディネート、増員活
動、現地の情報発信、広報、講演、防災教育など。

112 石巻アマチュアマジック協会 佐々木　善吾
地域住民の協働参加により石巻市内はもとより県内の仮設
団地又は福祉施設の慰問

「設立目的」を達成する事業

113 東北大学臨床心理・石巻心理社会支援チーム 長谷川　啓三

激甚被災地域である石巻市で生活する市民を対象として心
理的支援を実施し、市民の心理的健康の維持・増進を図る
ことで、被災地域全体の中長期的な復旧・復興に心理的側
面から寄与することを目的とする。

①メンタルヘルスの専門家（臨床心理士等）による市民へのカウンセリングの実施
②メンタルヘルスの専門家（臨床心理士等）による市民への研修会・講習会の開催

17
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114 宮城県高齢者生活協同組合 永野　三男

高齢者が「寝たきりにならない、しない」「元気な高齢者
がもっと元気に」「一人ぼっちの高齢者をなくそう」を合
言葉に「福祉・仕事・生きがい」の三本柱で事業と活動を
行うことを目的とします。
「ささえられる存在から社会をささえる存在に」をモッ
トーに、東日本大震災復興支援に当たります。

・地域センターでの協同の助け合い、ささえあい活動
・訪問介護、居宅介護事業、デイサービス運営
・老人福祉センター、放課後デイサービス委託運営
・介護職員基礎研修、ヘルパー２級講座開催

115 一般社団法人　復興支援士業ネットワーク 磯脇　賢二 東日本大震災による被災からの復興支援のため

被災地での無料相談会（生活事業再開）、心理カウンセリング、事業再開コンサル
ティング、学生ボランティアの募集・インターン、炊き出し

116 公益社団法人　3.11メモリアルネットワーク 武田　真一
東日本大震災などの災害による被害の支援、および地域の
健全な発展に寄与することを目的とする

・連携調整活動：仮設サロン支援連絡会議を隔週で開催する他、支援活動を行う団体
のサポートとして備品貸出や、事業形成・助成金申請書作成の相談受付を行う。
・災害対応事業：県内外で発生した災害に対応し支援活動を行う他、東日本大震災に
おけるＮＰＯの支援活動の記録や発信を行う。
・地域づくりサポート：住民による地域づくりサポート、仮設住宅自治会連合会等の
地域団体の支援、石巻の現状やブランド力強化に関する情報を発信。
・語り部：東日本大震災の経験を継承する為、石巻を訪れるボランティア等に対し語
り部を提供。
・復興イベント支援・復興ツアー調整：地元で開催されるイベントのサポートやボラ
ンティアツアー調整。

117 がんばろう！石巻の会 遠藤　伸一
門脇・南浜地区にある「がんばろう！石巻」の大看板を中
心とし、震災で心を痛める被災地域の方々を励ますことを
目的とする

がんばろう！石巻の大看板の維持管理・周辺地域の整備等を行う
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番号

団体名 代表者名 設立目的 具体的な活動内容

118
いっぽずつ・・・乳がんになったあなたとと
もに

勝浦　千珠

乳がん患者の支援活動（手術前の患者・家族の心のケア）
および早期発見の啓発活動
被災した方々と一緒に活動し、その方々が前向きに生きら
れるようにサポートする

1.体験者による講演活動
2.手術を受ける方へのアドバイス
3.月１回の会合（コミュニケーションの場を提供する）
4.音楽と物づくり等による癒しの活動
5.もの言う会
6.その他

120 おやこアロマケアなでなで 鈴木　おり絵
アロマテラピー、タッチケア、チャイルドケアを通して、
いしのまきの親子の幸せな子育て環境づくりを支えること
を目指しています。

・親子のアロマケア、タッチケア、チャイルドケア講座活動
・ママのアロマテラピー講座活動
・ベビー＆チャイルドマッサージ講座活動
・その他、目的達成のために必要な活動

122 NPOジョイフル網地島 阿部　孝博 網地島の活性化に必要な事業活動を行う
島内外の会員及び島外のNPOとの協働により、花の育成・野菜の育成、魚介類・海草
の加工、観光客の誘致、第二の人生を島ぐらしを希望する人の誘致等を事業する

123
労働者協同組合
ワーカーズコープ・センター事業団

田嶋　羊子

地域の中で人々が生活するために必要としている仕事を共
同でおこし、あるいはその活動を支援し、協同の息吹溢れ
る新しいコミュニケーションを創造することで、豊かで活
力ある社会の実現に寄与することを目的とする

団体としては、地域活動やニーズを的確に捉え、地域住民と一緒にその課題を解決で
きる仕事おこしに取り組んでいる。若者サポートステーションとしては、15～49歳の
就労に困難を抱えた若者（学校を卒業・中退または仕事を辞めた後に一定期間無業状
態にある人）の就労・自立支援をおこなっている。
専門員による仕事や心の相談、職業的自立支援のプログラム作成と実施。
また、学校と連携しての、ひきこもりやニート化の未然防止と中途退学者等への学び
直し支援を行っている。また、令和2年より、生活困窮者等の就労準備支援及び家計
改善支援を行っている。
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番号

団体名 代表者名 設立目的 具体的な活動内容

124 特定非営利活動法人Switch（石巻NOTE)
今野　純太郎
小野　彩香

メンタルサポートを必要としている方々への多様性を尊重
した「自分の学び方・働き方」をサポートしていくことを
目的として設立
また、精神保健福祉分野における啓発活動や研究活動を
行っていく

・障がい者の就学・就労支援および若年者（18～39歳）の支援
・高校生インターンシップ事業
・学校メンタルヘルスソテラシー事業
・その他メンタルヘルスに関する研修事業

125 一般社団法人　地球の楽好　AMC石巻 千葉　透

子どもたちの健全育成のため、わが国の伝統と文化を尊重
し、それらを育んできた祖国と郷土を愛するとともに、地
球環境を含めた国際社会の平和と発展に寄与することを目
的とする。
石巻地区において、子育て支援活動を中心に進めていく

絵本バスの運行、子育て支援イベント等の企画・運営、他団体へのサポート、
子育て情報誌発行、web、子どもたちへのイベント、子育てサロンの運営、
森の楽好の運営

126 特定非営利活動法人NPOしらうめ 川村　昭光

東日本大震災の被災地に対して、移動図書館・カラオケ支
援・援助物資の提供等をおこない、被災地の老若男女・子
どもたちの憩いの場・ふれあいの場づくりの一助になるこ
とを目的とし、支援に参加する側の人心の育成にも一助す
ることをめざしている

14仮設住宅集会所に於いて、移動図書館・カラオケ支援・コーヒー・ポップコーン・
たこ焼き鯛焼きなどの提供をしながら被災地市民への傾聴活動
フランス財団との「屋台Yataiプロジェクト」で、被災地にて移動式の食堂を巡回さ
せる

127 特定非営利活動法人　石巻市スポーツ協会 阿部　隆

子供にスポーツの歓びを教え、地域住民の体力づくりを推
進し、スポーツの普及向上を図り、スポーツ振興及び健康
づくりに関する事情を行い健康で明るい住民の育成に寄与
することを目的とする

①スポーツ活動及び交流事業
②スポーツ振興事業
③青少年健全育成のためのスポーツ少年団支援事業
④スポーツを通し健康で明るいまちづくりのための推進事業
⑤国際選手育成並びに指導者の育成、及び指導者の派遣事業
⑥スポーツに関する各種大会並びに各種講演会、講習会などの開催事業
⑦スポーツの指導、奨励並びに競技力の向上等、各種支援事業
⑧スポーツに関する功労賞等の表彰並びに広報活動事業
⑨市民の健康、スポーツ、生きがいづくりを考えたイベント事業
⑩スポーツ施設および付属施設管理運営事業
⑪総合運動公園、運動公園等の施設管理及び付属設備管理事業
⑫その他、法人の目的を達成するために必要な事業
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団体名 代表者名 設立目的 具体的な活動内容

128 チームわたほい 遠藤　伸一
震災による被災者と被災地域への復興支援を主たる活動目
的とし、地域コミュニティの恒常的活性と促進のための支
援活動

わたほい基地でのイベント
仮設住宅でのコミュニティスペース運営
被災者・高齢者へのサポート
石巻での催し、イベントの企画運営

129 心と体のケアサポート・Ｋコラボ 阿部　啓子

仮設入居者への健康への関心喚起や維持増進、孤立化の防
止や抑うつ状態の軽減などを目的とし、仮設談話室等でア
ロマオイルを使い心身のケアを行う。また、石巻の企業の
ＩＳＯ（品質環境）認証取得の支援を行う。

市内の仮設住宅を２～３名で定期巡回し、アロマオイルを使ったハンドケアを１５～
２０分/人施術する。施術しながら、大衆演劇のＤＶＤや神楽のビデオを見てもら
う。
石巻在住の企業にＩＳＯ（品質・環境）の認証取得までの支援も別途行う。

130 ＮＰＯ法人みなとまちセラミカ工房 阿部　鳴美

女川町民に対して、ものづくりの場を提供し、心豊かに潤
いのある生活が送れるよう創作活動を支援する事業を行
い、新しい街づくりに活かしていく事業を実施すること
で、女川町の振興発展に寄与することを目的とする

・ものづくり（陶芸体験教室）
・生涯学習（講師派遣）
・新しい文化普及（タイル絵付け、体験ワークショップ）
・指導者育成（陶芸指導者研修・タイル指導者研修）
・異文化交流（スペイン人から）

131 特定非営利活動法人お茶っこケア 糟谷　裕之

子供からお年寄りまで障がいのある人もない人も日々の生
活を大切にしながら人生の最後まで地域で共に暮らせる富
山型（共生型）デイサービスを目指し設立。
Ｈ２５.９～　基準該当事業所として登録

・デイサービス事業
・地域支援活動－縁側なごみ市（朝市）その他
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団体名 代表者名 設立目的 具体的な活動内容

132
特定非営利活動法人
放課後こどもクラブBremen

寶　鈴子 児童の健全育成、被災児童やその他家族への支援 平日の放課後小学生を受け入れ、学習内容を理解させたり遊んだりする

133 特定非営利活動法人　りあすの森 熊谷　秋雄
津波により壊滅的な被害を受け、多くのものを失った石巻
市沿岸部の復興と日本の社会問題も合わせて解決し、歴史
や文化を尊重した新しい未来を創造します。

①村づくり活動（新古里村ローカルデザインプロジェクト）
②青少年育成活動（宮城・ハンガリー青少年交流プロジェクト）
③環境保全活動（ヨシ原再生プロジェクト）
④ホースセラピープロジェクト
⑤シェア里山プロジェクト
⑥６次産業の起業プロジェクト

134 特定非営利活動法人　こども∞感ぱにー 田中　雅子

当会スタッフが所属していたＮＰＯ法人ＭＡＫＥ　ＴＨＥ
ＨＥＡＶＥＮめ組ＪＡＰＡＮは２０１３年３月で活動規模
の縮小と支援の方向転換をむかえた。しかし、その一方で
子ども達のあそび場は整備は進んでいない。子ども達の親
からもあそび場の継続や未就学児の子どもや親たちの集ま
れる場所の要望が上がってていた。そのため、今後も活動
を長期的かつ継続的にしていく必要性が高いと感じ、２０
１３年１月１５日に「こども∞感ぱにー」を設立した。

①黄金浜ちびっこあそび場の運営サポート（渡波黄金浜：毎週土・日）
②放課後あそび場“よっこより”（鹿妻：毎週月・金、渡波黄金浜：第２・４水）
③未就学児のあそび場（鹿妻：毎週月、渡波黄金浜：第２・４水）
④多世代交流の場と居場所作り（地域の環がつながる場所）
⑤あそびの出前（あそび場のない地域にあそび道具をもってあそび場に）
⑥ＥＣＯキャンプ“自然とともに”（自然の恵みへの感謝の気持ちを育む機会の提
供）

135 特定非営利活動法人　まきばフリースクール 武田　和浩
不登校、引きこもり、発達障害などで生き辛さを抱える本
人・家族の教育・生活・終了・相談支援

・フリースペースの開放（月～金）
・訪問等相談支援
・就労支援
・体験、教科学習活動
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136 特定非営利活動法人　プレアツーリズム 大森　信治郎

震災後、石巻への来訪者が急激に増加している一方、個人
や小グループの受け入れ態勢が整っていない。そのような
来訪者を対象として募集型企画旅行を実施し、地域の活性
化に貢献することを目的としている。

・地域限定旅行業の経営
・地域に関する調査・研究活動事業
・各種講演会・シンポジウムの開催
・その他の観光関連事業
・お土産の開発
・関連受託事業

137
特定非営利活動法人
経営体質改善サポート宮城

佐藤　洋一

地場中小企業の経営体質改善サポートに関する事業を行
い、企業育成支援活動を進め、当該企業の雇用維持・拡大
を図りつつ、まちづくりの推進に寄与することを目的とす
る。
また、知的・精神障碍者を含む高齢者が地域の中で安心し
て生活できる環境づくりに資する活動として、成年後見制
度に関しての啓発活動、相談業務等により、人権及び権利
擁護に寄与することを目的とする。

①地場中小企業等に対する経営体質改善サポート事業
②個別相談・市域支援活動
③地域経済活性化等に関する各種セミナー、イベントの開催
④成年後見制度啓蒙に関する各種セミナー、イベントの開催
⑤法定後見、任意後見の利用相談及び事業支援に関する事業
⑥成年後見制度の啓蒙、普及、促進に関する、行政、諸機関、諸団体、諸施設、諸人
材等との連携活動

138 一般社団法人　ISHINOMAKI 2.0 松村　豪太

・まちづくりに関するイベントの実施
・まちづくりに関する意見の表明および発信
・まちづくりに関する情報収集と発信
・まちの魅力を高める商品の開発・販売
・まちづくりに関するコンサルティング
・まちづくり施設の企画と運営
・雑誌の発行　等

デザインを切り口としてまちづくりの様々な事業を行っています。
①フリーペーパー「VOICE」の発行
②まち開きイベント「Stand Up Week」の実施
③観光事業
④その他市からの委託事業

139 特定非営利活動法人　にじいろクレヨン 柴田　滋紀
未来の社会を担う子どもたちの健全育成を通して、心豊か
な明るい社会づくりに貢献するため

・被災した子どもを中心とした活動の展開
（レクリエーション活動の提供、訪問相談活動、関係団体との連携・協働活動等）
・団体活動の発信
（HP運営、ブログ運営、SNS運営、出版事業）
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140 一般社団法人　日本カーシェアリング教会 吉澤　武彦
仮設コミュニティが運営するカーシェアリングで、「移
動」の問題を解決しながら「コミュニティ形成」を実現
し、災害公営住宅や復興住宅及びその他の地域で実施する

①カーシェアリング車両提供：説明会、車両運搬、登録事務の実施
②会員サポート活動：毎月利用者巡回を行い、課題の聞き取りや車両活用の提案
③コミュニティ活性化支援：カーシェアリングを活用した交流の助け合いサポート
④復興住宅での自然エネルギーによる電気自動車カーシェアリング実施の為の取り組
み
⑤支援団体、個人向けのカーシェアリング実施

142 特定非営利活動法人　移動支援Rera 村島　弘子
移動困難な住民に対して、送迎活動等のサポート事業を行
うことにより、生活する上で必要不可欠な移動手段を確保
し、彼らの健全な生活の維持に寄与する

公共交通機関を利用することが出来ない障がい者、高齢者、不便な仮設住宅に住む
人、生活困窮者などの住民を、病院などへ送迎している。
車いすやストレッチャーにも対応。
そのほか、公共交通の利用案内、見守りネットワーク作りなどにも取り組む。

144 石巻市民交響楽団 足立　岳志

石巻市民を中心に活動し、地域の音楽文化を広めると共
に、音楽を通じての地域社会貢献を目指している。
２００４年以降は宮城県北部地震の被災地支援コンサート
から積極的にアウトリーチで演奏活動を行っている。

春は石巻圏でファミリーコンサートを行う。
秋は定期演奏会（本格的なクラシックコンサート）を行う。
震災後は、３月に犠牲者追悼演奏会を２回行っている。

145 一般社団法人　りぷらす 橋本　大吾
子どもから高齢者まで病気や障害の有無にかかわらず、地
域で健康的に生活し続けることができる社会を創造するこ
と。

介護保険制度の対象の方は、リハビリ特化型デイサービスで対応し、介護保険からの
卒業を目指している。また、元気な方やサービスを使われない方は、一般向けの
フィットネスで介護予防を行っている。障がいのある方についても、生活介護、日中
一時支援のサービスで受け入れている。
地域の方同士のつながりをつくるためにも、人が集まる企画を行ったり、地域住民が
主体となって活動するしくみづくりを行っている。
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番号

団体名 代表者名 設立目的 具体的な活動内容

146 特定非営利活動法人　蜂の子 門脇　利勝

誰でもが共に生きていくことができる社会の実現を目指
し、障害のある人もない人も共に生き、共に働く場の運営
や支援、及び生活の場の運営や支援等を行い、私たちの暮
らす石巻・東松島・宮城の地の福祉活動の発展に寄与する
ことを目的とする。

①共に働く場・共に生活する場の運営
②共に働く場・共に生活する場の支援
③共に働く場・共に生活する場の運営、支援にかかわる相談、情報の提供
④障害者自立支援法の障害福祉サービスの事業、相談支援

147 特定非営利活動法人　ぱんぷきんふれあい会 渡邊　智仁

子どもから高齢者まで幅広い地域住民との協力関係を築
き、助け合い、ささえ合いの互助活動を通じて、健康づく
りや介護予防に関する様々な事業を行い、高齢者参加によ
る地域社会の発展に寄与することを目的とする

①ボランティアの人材発掘、養成
②高齢者を中心とした地域の支え合い互助活動支援
③健康づくり指導者の養成
④地域の健康教室の企画・運営
⑤地域住民相互の暮らし困り事のサポート

148 曽波神恵比寿太鼓保存会 佐藤　裕之 石巻文化として伝える、明治七年、曽波神太鼓の継承
伝統文化、地域の心のケア
石巻市の祭り、イベントへの参加

149
特定非営利活動法人
みやぎ子ども養育支援の会

木村　孝禅

震災の影響によりさまざまな困難が重なっている石巻で、
児童への虐待等不幸な事態の発生を未然に防止すること
（地域の子育て支援）、そして、そのような状態に陥る危
険性のある児童や、様々な事情から家庭での養育を受ける
ことができない児童に適切な養育環境を提供すること（要
保護児童の受け入れ）を目的とする。

１．ファミリーホーム事業
様々な事情から家庭での養育を受けられない児童を受け入れて養育するファミリー
ホーム「子どもの家きむら」運営
2.地域の子育て支援事業（にこにこプロジェクト）
・地域の中で子ども同士、子どもと大人、高齢者が交流できる機会、また子どもたち
が集まって季節の伝統行事の継承に取り組みながら遊ぶ機会を提供する（にこにこク
ラブ）
・子育て中のお母さんが気分転換を図ったり（にこにこママサロン）、交流し相談し
合える機会を提供する（にこにこコミュニティサロン）
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150 スマイルプロジェクトチーム 田村　百合子
震災後、子育てサークルを立ち上げた人が安心して活動で
きるような環境をサポートする

子育てサークルに参加している子どもたちが、安全に参加できるように見守る

151 特定非営利活動法人　TEDIC
鈴木　平

大津　賢哉

子ども・若者に対して、社会的繋がりの希薄化をはじめと
する困難に対する予防と対策に関する事業を行い、子ど
も・若者の健全育成に寄与することを目的とする。

①子ども・若者支援事業（子ども・若者の居場所作り、就学就労支援）
②研修事業（子ども・若者支援の担い手育成、支援者向け研修）
③普及啓発事業（講演、イベント、ニュースレターの発行）
④その他、目的を達成するために必要な事業

152 いしのまきレクリエーション協会 木村　博

会員相互が情報を交換したり、地域に根差したレクリエー
ションの総合的な普及およびレクリエーションに関する活
動を行い、地域住民の心身の健全な発達と明るく豊かな地
域づくりに資することを目的とする。

活動は主に奇数月の第3土曜日19時～21時まで、石巻市蛇田公民館を会場に定例会を
行っている。定例会は主にレク活動のスキルアップ研修なと会員交流の機会で、会員
の希望で内容を決めている。
地域活動として、仮設住宅集会所でのレクリエーション支援なども行っている。
また、一般市民を、巻き込んだレクイベントや研修会開催も行っている。

154
公益財団法人
みやぎ環境とくらしネットワーク

長谷川　公一

地域の自然や水環境、くらし、などに関する調査や研究の
実践、および会員をはじめ広く市民、企業に対して、地域
と地域環境に関する活動の場を提供することをもって、地
球環境の保全に寄与する。

主に宮城県内を活動エリアとし、環境全般を取り扱う民間環境NGOである。
行政への政策提言、環境問題への普及啓発イベントの開催、自然観察会等の開催、一
般市民への省エネ・温暖化防止の普及啓発、学校での環境教育、プロスポーツでのご
み軽減の支援など、幅広く活動を行っている。

26



登録
番号

団体名 代表者名 設立目的 具体的な活動内容

155
復興支援ボランティアグループ
「マキコでございま～す！」

藤井　麻貴子
宮城県石巻市で東日本大震災で被災された方々に寄り添
い、元気をお届けする

・クリーン活動
津波で流された家屋の跡地には雑草が伸び放題となり、害虫が発生したり、ごみの不
法投棄があったりで近隣の方々が大いに困っている。そこで特に津波被害が大きかっ
た湊地区・渡波地区を中心に草取り、ゴミ拾いなどを行っている。
・アニメソングとサルサのコラボ「アニサルイベント」
漫画の町石巻をアニメソングとサルサで笑顔いっぱいにする

156 心身統一合氣道　石巻教室 桑島　乙彦
心身統一合氣道の氣の原理の稽古・指導・普及により広く
世の中の役に立つこと

・合氣道教室
・健康講座・行（ぎょう）
・セミナー・講習会
・地域活動

157 公益社団法人　日本駆け込み寺　仙台支部 織笠　英二

当方人は、国の内外を問わず、悲しむ人たちを元気にし、
不安な人に希望を、孤独な人に愛を伝え、障害のある人の
人生を応援するため、人権擁護の推進、人心の安定と社会
秩序の健全化、家庭問題の調査啓発、災害復興支援等の活
動を通じて、精神的な安定によってより良い社会生活を営
めるような助言や支援を行うことを目的とする

１．相談・助言・救援事業
①対面、電話、手紙、メールなどによる相談業務
②相談者の問題改善につながる提案、支援
③被災者、被害者及び加害者の支援プロジェクト
２・普及啓発事業
①講演会、研修会（セミナー）などの啓発活動　　②会報、機関誌の発行
３．活動強化事業
①会員、ボランティアの募集　　②地方支所の運営　　③連絡所の運営

158 社会福祉法人　仙台いのちの電話 飯岡　智

精神的危機に直面し、助けと励ましを求めている人々と、
主に電話という手段で対話し、健全な社会人として生活す
ることが出来るように援助し、社会福祉の増進に寄与する
ことを目的とする

１．相談活動
①電話相談　　②インターネット相談
２．自死遺族支援事業「すみれの会」
わかちあいの会を毎月２回開催
３．自殺防止啓発事業：公開講演会の開催
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161 手織り　アセールクラブ 赤坂　智子
手織り機を利用して、女性が仕事をすることが出来るよう
に活動する

１、学習会の活動
２、目的を推進するための実践活動
３、会員相互の情報の交換
４、会員相互の親睦
５、その他、必要と認める事項

162 ＫＩＤＳ　ＣＬＡＳＳ
ジェイソン

スコットフォード

・子供の学習支援
・小学生低学年からの英会話
・受験英語の相談
・英語を活かした活動

毎週土曜日の夕方石巻市内に集まり、サークル的な空間を作り、英語の習熟度ごとに
英会話、英検などを楽しく指導。英語版ボードゲーム研究会を行っている。その他、
雄勝地区でも同じ活動をしている。

164
一般社団法人
ほやほや学会

山元　崇央
石巻市女川町を中心に、東日本大震災を契機に、より深刻
化している人口流出や担い手不足による地域産業の衰退等
の地域課題の解消、緩和に資する活動を実施すること。

・滞在型のボランティアである、7日間からできる漁村留学「イマ、ココプロ
ジェ
クト。」の実施
・参加型のオーナー制度「かきのわ」の実施

165
一般社団法人
シャロームいしのまき

大林　健太郎

精神障がい当事者（発達障がいも含む）及びその家族並び
にその支援者等が集い「精神障がいを抱える誰もが自分の
悩みや苦労を担う主人公になるために、自らの苦悩を語り
合い、心の健康を目指すとともに石巻地域の活性化のため
に起業することを目的とする。

・精神障がい当事者が人と人との絆の回復を目指す自立支援に関する事業を行う。
・精神障がい当事者・その家族・支援者等の定期的なミーティング・当事研究の開催
・精神保健福祉に関する講演会・セミナー及び勉強会の企画・開催・運営
・被災し再建した企業の水産物・水産加工品の販売支援活動
・クッキーの製造及び販売
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167 公益財団法人　共生地域創造財団 奥田　知志

生命を最も大切にすることを原点に、人と人とが助け合
い、支え合
い、補い合う共生の地域づくりを通して、支援を必要とす
る人々の自立に寄与することを目的とする。

石巻市における生活困窮世帯の相談と就労訓練事業（宮城県認定）や家計相
談事業、住居確保の為の支援を行う。又、フードバンク活動を通し石巻市内に
おいて余剰食品の寄贈を市民より受け、福祉施設や生活困窮世帯へ配布してい
る。最近は増加傾向にあるホームレス支援も夜回りを通し行っている。

168 一般社団法人　おしかの学校 小野寺　鉄也

東日本大震災からの復興に寄与するため、被災地の子ども
たちを
応援する。各種イベントの主催または支援、地元雇用を促
進する事業の支援。子供達や障がいを持った方が安心に暮
らせるための活動。

・地域のイベント
・インバウント目的の観光誘致

169 特定非営利活動法人　髙橋園　みっちゃんち 髙橋　博美

支援学校卒業後に通える、医療ケアが受けられる場所が少
ないため、その選択肢のひとつになればいいと思った。
また、卒業後は保護者が情報を得ずらい状況に陥りやすい
ので、社会と連繋できるようにする。

・重度心身障害者のデイサービス
・障害児者のレスパイト
・保護者の交流
・ミニデイサービス

170
特定非営利活動法人
石巻・田代島しまおこし隊

猪狩達夫

・観光の振興を図る活動
・まちづくりの推進を図る活動
・海洋スポーツの振興を図る活動
・子どもの健全育成を図る活動

・観光客や島民の為の宿泊施設、飲食店の運営事業
・海洋学習イベントの開催、海洋学習施設の運営事業
・田代島の魅力発信、地域おこしイベントの開催事業
・地域住民の生活支援事業
・その他の法人の目的を達成するために必要な事業
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171 共生型ケアをひろめる会 髙橋　博美

性別や年齢の違いや障害の有無に関わらず、それぞれの社
会経験・生業などいかして健全な生活を営み、誰もが安心
して暮らせる地域作りを目的とする。

講演会・学習会等
・福祉医療やまちづくり他産業も支え、学びあうための企画
・映画会
・他団体との連携

172 ハッピーピース 本郷　佳江
発達障害を持つ児童・者の福祉推進を図り、親の情報交
換・親睦を行うことを目的とする。

1.発達障害児の保護者に対する研修・講演
2.発達障害児支援者向けの研修会の開催
3.発達相談
4.子育てに関する研修・講演
5.発達障害児の保護者の親睦交流会
6.発達障害に対する理解を深めるための啓発活動
7.子育て、発達に関わるニュースレター
8.その他個別相談　目的達成に必要な事業

173 ＮＰＯ牡鹿の旬彩 佐藤　完寿
牡鹿半島を主に旬の食材を広く紹介し、産業の活性化と地
域おこしに努める。

会員を募って、家族で楽しみながら、牡鹿の食材を堪能する。

174
特定非営利活動法人
かぎかっこＰＲＯＪＥＣＴ

神澤　祐輔

若者を対象として、まちづくり、環境、教育、就労支援等
の分野の企画を創造する事業を行い、地域社会の課題解決
及び活性化を通して若者が主体的に取り組む社会づくりに
寄与することを目的とする。

1.社会教育の推進を図る活動
2.まちづくりの推進を図る活動
3.観光の振興を図る活動
4.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5.子どもの健全育成を図る活動
6.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する援助
7.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言、援助
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175 ママンフルーリ 後藤　和江
石巻地方の子育て中である母親を応援する活動をすること
を目的とする。

子育て中の母親を対象として、講座やワークショップ等の開催

177 公益財団法人　石巻市芸術文化振興財団 阿部　和夫

石巻市において芸術文化の普及進行事業を展開することに
より、想像性豊かで潤いのある明るい市民生活を形成し、
併せて芸術文化活動を通じ、地域社会の活性化を図るとと
もに、広く芸術文化及び地域の発展に寄与することを目的
とする。

①芸術文化活動の普及振興に関する事業（コンサート、演劇等の公演鑑賞及び学校ア
ウトリーチ等の育成事業）
②コミュニティ活動の促進及び支援に関する事業
③芸術文化活動及びコミュニティ活動の推認を目的とした公共施設での管理運営に関
する事業（河北総合センター、遊楽館の施設管理等）
④その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

178 石巻ユニバーサルビーチ委員会 野津裕二郎
バリアフリービーチに関する活動を行うことにより、誰し
もが海を通して喜びや楽しみを分かち合うことを目的とす
る。

・バリアフリービーチをひろめていく
・行政とともにバリアフリービーチを考えていく

179 コズミックヒーリング・ハッピーラボ 尾形　邦子

広く心理学や形而上学的な学びから、心と身体と魂の癒し
について学んだり、夢や願いを叶える方法を学び、実践
し、語り合う活動を通し、幸せでキラキラとして毎日を過
ごす人が増えることに寄与することを目的とする。

①夢を叶える精油瞑想セッション会の開催
②各種占星術、コラージュ作成ワークショップの開催
③コズミックヒーリング座談会の開催
④その他、目的を達するために必要な活動
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180
特定非営利活動法人
まなびのたねネットワーク

伊勢　みゆき
学校教育支援と社会教育支援を通した青少年育成と市民が
育つ地域社会づくりに寄与する。

・学校教育でのキャリア教育の授業づくり
・社会教育での地域づくり、人材育成、キャリア教育コーディネーター育成講座など

181 一般社団法人　おしかリンク 犬塚　恵介

牡鹿半島の人と人、人と地域、地域と地域をつなぎ、また
牡鹿半島と他の地域をつなぎ、牡鹿半島の交流人口、定住
人口、後継者の増加や地域の活性化、持続可能な地域づく
り、地域力の強化、価値観の発掘と創出に寄与することで
地域社会の健全な発展を図ることを目的とする。

・ツーリズム事業：交流人口増加と地域づくりに寄与する人材発掘・育成を目的とす
るとしたツーリズム事業として、ツーリズムプラットフォームの運営、創造型ツーリ
ズムおよびエコツーリズムの企画・実施を行う。
・まちづくり・まち育て事業
・情報発信・広報事業
・商品開発及び販売事業：牡鹿半島の地域資源を活かした商品開発を行う。
・その他等法人の目的を達成するために必要な事業

182
特定非営利活動法人
障がい者ベース　石巻にょっきり団

箕田　朗子
障がい当事者が中心になって、石巻地域の障がい者福祉の
充実を目指した活動を行う。

・「にょき亭」開催：事務所での自由な話し合い（しゃべり場）と、そこから企画し
たイベント（外出、レクリエーションなど）の実施。
・石巻市内・外の団体との情報交換・交流のための会、イベント実施
・障がい者福祉啓発活動

183 一般社団法人　サステナブルデザイン工房 押切　珠喜

当法人は、持続可能な社会を実現することを目的とし、そ
の目的に資するため、次の事業を行う。
1.各種啓発活動、学習会、シンポジウムなどの企画立案開
催及び運営
2.各種施設の運営及び管理
3.地域資源を活かした、工芸品の企画、デザイン、製造及
び販売
4.地域資源を活かした、体験プランの企画立案、開催及び
運営
5.情報収集
6.コンサルティング
7.前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

償却処分されているシャンプーやボディソープなどの詰め替えパウチを回収します。
再資源化してゴミを削減します。
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184 特定非営利活動法人　乳幼児保育園ミルク 相原　かよみ

この法人は、主に石巻市、女川町、東松島及び登米市に移
住する乳幼児及びその保護者に対して乳幼児の保育、保護
者に対する教育啓発に関する事業を行い、子どもの健全育
成に寄与することを目的とする。

この法人は、第三条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
1.乳幼児保育園ミルクの設置及び運営
2.乳幼児と高齢者のふれあい事業
3.保護者教育啓発事業
4.病後児保育事業
5.体調不良児型保育事業
6.療育支援事業
7.保育士人材育成事業

185 一歩を楽しむ石巻 若山　崇 視覚障害者の自立支援を目的とする。
・ガイドヘルパー講座
・社会参加への導入

186 山下地区協働のまちづくり協議会 渡辺　茂

山下地区における住民自治組織として設置し、地区住民が
相互の連帯のもとに、住民自ら地区の将来像を考え、その
実現に向け、行政と住民、及び住民同士の協働で行動する
ことにより、賑わいのある、優しく、活力に満ちた住みよ
い山下地区を形成して行くことを目的とする。

・文化祭の開催
・各種マップづくり
・ノルディックウォーキング
・コミュニティーお茶っこ会
など

188
一般社団法人
地域障害者雇用促進協会 Nさぽーと・みやぎ

木村 恵美子

これまでの障害者福祉を別の角度から見た企業側からの視
点に着目し、各専門機関との連携を大切にしながら、障害
者雇用の今まで手の届きにくかった問題点に対し中間支援
サポートを事業展開とし各専門機関と繋いでいくことを目
的としている。

・企業に対する障害者雇用相談事業
・障害者雇用相談、企業のための関係機関への紹介
・障害者雇用促進のためのセミナー、講演会、企業見学会の開催
・就労以降支援事業 就労支援カレッジ「ぴゅあ・さぽーと」の運営
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189 特定非営利活動法人 石巻アーカイブ 小野寺 豊
石巻地方の歴史的文化醸成と歴史的資料の継承に寄与する
ことを目的としている。

1.歴史的資料の収集・データ化・データ貸出事業
2.展示・講演事業
3.編集・出版事業

190 パソコンサークル　和 平岩　由紀子
パソコン等の教えあいをもとに、相互の親睦を深め活動す
る。

パソコンおよびタブレット等の愛好者「教えあい」のサークル

192 門脇カーシェア会 青田　硬
車を共同で活用することによって、地域住民同士がお互い
に助け合う地域づくりを目指す。

①交流と買い物難民改善を目的とした乗り合いでの買い物サロンの実施
②交流や生きがいづくりを目的としたお出かけサロンの実施
③高齢者等の通院等の外出支援活動等の実施

193 新西前沼カーシェア会 青山　信二
車を共同で活用することによって、地域住民同士がお互い
に助け合う地域づくりを目指す。

①交流と買い物難民改善を目的とした乗り合いでの買い物サロンの実施
②交流や生きがいづくりを目的としたお出かけサロンの実施
③高齢者等の通院等の外出支援活動等の実施

34



登録
番号

団体名 代表者名 設立目的 具体的な活動内容

194 中央カーシェア会 佐瀬　清貴
車を共同で活用することによって、地域住民同士がお互い
に助け合う地域づくりを目指す。

①～③をイキイキと実施してまいります！
①交流と買い物難民改善を目的とした乗り合いでの買い物サロンの実施
②交流や生きがいづくりを目的としたお出かけサロンの実施
③高齢者等の通院等の外出支援活動等の実施

195 渡波カーシェア会 畠山　せつ子
車を共同で活用することによって、地域住民同士がお互い
に助け合う地域づくりを目指す。

①～③を楽しくなかよく実施してまいります！
①交流と買い物難民改善を目的とした乗り合いでの買い物サロンの実施
②交流や生きがいづくりを目的としたお出かけサロンの実施
③高齢者等の通院等の外出支援活動等の実施

196 三ツ股カーシェア会 菱沼　たき子
車を共同で活用することによって、地域住民同士がお互い
に助け合う地域づくりを目指す。

①交流と買い物難民改善を目的とした乗り合いでの買い物サロンの実施
②交流や生きがいづくりを目的としたお出かけサロンの実施
③高齢者等の通院等の外出支援活動等の実施

197 一般社団法人　ウィーアーワン北上 佐藤　尚美

住民の暮らしの環境整備、地域資源及び施設等の有効活用
の提言、実践、担い手育成、新たな北上地域の創生、地域
課題解決と住民自治の推進、地域福祉の拡充、地域振興等
に関する事業を行い、地域づくりに寄与することを目的と
する。

1.住民自治組織形成支援
2.地域振興イベント
3.施設管理及び情報発信
4.地域文化活動の伝承活動
5.復興支援事業
6.地域住民合意形成支援
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198 いしのまき子どもセンターコンソーシアム 荒木　裕美
石巻市子どもセンターの管理運営（施設の管理運営及び事
業の
実施）を共同連帯して営むことを目的とする。

石巻市子どもセンターの管理運営（施設の管理運営及び事業の実施）
①子ども参加事業
②子どもエンパワー事業
③子育て支援事業
④地域連携事業
⑤移動児童館事業
⑥研修事業

199
特定非営利活動法人
子どもにやさしいまちづくり

吉川　恭平

この法人は、市民・NPO・行政を巻き込み、あらゆる場面
で子どもが参加できる場をつくり、まち全体を「子どもに
やさしいまち」にしていくことで、子どももおとなも幸せ
を感じ暮らせる社会の実現を目指すことを目的とする。

・子ども子育て支援者向け研修
・子ども向けワークショップの開催
・子どもに関わる調査・研修

200 まちづくりNPOげんき宮城研究所 門間　光紀
地域を愛するひとみんなが元気になる活動を、グローカル
な視点で地域と時空を越えて行う。

①まちづくりの推進　②文化・芸術の振興
③福祉の増進　④環境の保全
⑤想いをかたちにする活動　⑥その他

・文化講演会の開催　・～を読む会　・地域活性化に係る活動等
・2011年3月以降は主に復旧復興事業に専念し、他地域の団体と連携・交流を図り
推進中。
・石巻市では「小泉八雲を読む会」を開催。

201 大人のための子どもの本を読む会 依田　晴美
大人が絵本や児童書を中心とした本を読むことを楽しみ、
本を紹介しあうことで、参加者の親睦を図り、絵本や児童
書についての知識や理解を深めることを目的とする。

・月に一回程度の読書会
・読書普及活動
・絵本作家や本の制作に関わる人を招いての勉強会
・原画展、講演会等参加のためのスタディツアー
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202 一般社団法人サードステージ 杉浦　達也

地域の人々が安心した居場所を作るための一歩を踏み出
し、互いに活かし活かされながら、人として大切な心に気
づき、愛着の持てる地域を築き育むことを目的とし、次に
掲げるこころ・ひと・まちの地域創生・包括事業を進め、
これからの心を動かすきっかけを共に作る。

・石巻市応急仮住宅被災者自立生活支援委託事業
・Reborn-Art-Festival
・3.11メモリアルネットワーク
・牡鹿半島ネットワーク協議会
・浜へ行こう！実行委員会
・寄らいん牡鹿

203
石巻のプレーパークと
子どもの遊びを考える会

廣川　和紀

2017年6月、石巻で子どもの遊ぶ環境を重質させることを
目的に、プレーパーク活動に取り組む支援者が連携し結
成。同年5月に石巻市子どもセンターにて行われた「子ど
も×おとな×市役所　意見交換会」の中で、子どもたちか
ら出た「子どもの遊び場」に関する提言を受け、課題解決
に取り組むこととなった。

1.子どもの遊ぶ環境を考え、推進するためのネットワークづくり
2.子どもの遊ぶ環境を充実させるための調査及び研究
3.前各号に掲げる活動の推進を図るための啓発、情報発信及び研修
4.その他、本会の目的を達成するために必要な活動

205 一般社団法人 石巻じちれん 増田　敬

東日本大震災に起因する地域コミュニティの諸課題につい
て関係者と協働して解決を模索し、地域住民の健全な営み
と豊かさに貢献するとともに、その過程を世に知らしめる
ことによって、わが国各所の地域コミュニティが抱える諸
問題解決に資することを目的とする。

・住民からの相談対応
・仮設住宅や復興住宅でのサロン活動
・住民自治活動のサポート
・のぞみ野地区内の住民による様々な活動のサポート
・市内の仮設住宅間または、復興住宅間の連携や情報共有のサポート

207
特定非営利活動法人
樹木いきいきプロジェクト

喜多　智靖

この法人は、本邦に居住する者に対して、樹木、そして樹
木を含む森林・緑地などの大切な自然環境の再生・保全に
関する事業を行い、市民および関係諸団体と連携しての緑
の普及と啓発、樹木を含む森林・緑地などの自然環境の再
生・保全に寄与することを目的とする。

現在進行中の活動
・耕作放棄地を使った“こどもからだあそび塾”（石巻市、東松島市）
・盆栽と楽しむ園芸療法～盆栽の里親を見つけた！～（富士市）
・植物を科学的に考える子どもを育てる「植物×MESH」プロジェクト（静岡市）
・大きな木と友達になろう！プロジェクト（仙台市）
・お茶を科学しよう！～伝統的なお茶っこのみを実験場所に変える～（石巻市）

完了した活動
・学校・公園のシンボルツリーを守ろう！プロジェクト（石巻市・東松島市）
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208 特定非営利活動法人　こころの森 立花　善夫
被災地沿岸部への森づくりを通して、自然と人との寄り添
い方を発信する。

石巻南浜復興祈念公園内への森づくり活動、ボランティアの受け入れ、体験学習の実
施

209 石巻キャリア教育推進ネット 髙橋　保幸

この団体設立の目的は、石巻地域の子供たちが将来の目標
を作ることや将来自分がどんな職業に携わりたいかを考え
ることができるようになり、それを地域の資源を使って学
ぶことから地域の魅力に気づき、地域に根差した担い手の
育成ができる地域社会の構築を目指すものである。

本団体の目指すところは、学習支援を行いながらキャリア教育に繋がる仕組み作りで
あり、それがプロジェクト終了後も地域の若い力により継続的に行われ地域の新しい
価値の創造となるものといえる。
具体的には、学習の目的が職業に結びつくことであり、その方法理解のため学ぶこと
である。学習を通じて地域の産業を知り、自分たちで地域産業に関わりながら学習を
進めていく、学習支援とキャリア開発の両面を兼ね備えた本来のキャリア教育そのも
のが、本団体の活動内容である。

210
一般社団法人
フードバンクいしのまき

末永　博

主に食材を通じて生活困窮者の利益に資すること、また団
体が主催する活動を通して、広く市民社会に対し生活困窮
者への理解と支援を呼びかけることを目的とする。
また企業や家庭での食品ロスに対する啓発活動を行う。

・石巻市内一般世帯及び企業へ余剰食品を寄贈して頂き、生活の建て直しを行い世帯
及び相談支援機関へ対し、その食品を提供し自立した生活への一助としてもらうこ
と。
・また福祉施設や子ども食堂への食品の提供を行う。
・食品ロス（余剰食品の廃棄）の削減と有効活用についての啓蒙活動を実施する。

211
一般社団法人
石巻震災伝承の会

大須　武則

東日本大震災の被害と震災を契機に得た教訓や知見を伝承
することで、今後の自然災害に対する防災・減災に寄与す
る。
併せて、伝承活動を通じて交流人口増を図り、石巻圏域の
活性化を行うことを目的とする。

1.石巻圏域の被害・教訓の伝承活動と活動者の育成
2.自然災害に関する防災・減災教育プログラムの開発と実施
3.震災伝承および防災・減災に取り組む圏域内外の個人・団体との連携
4.交流人口拡大に関する事業
5.その他、この会の目的達成に必要な事業
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213 アリエッティの会 安達　幸子
地域と人をつなげるひろばとして存在し、親子から高齢者
まで対象の居場所作りをする。

「ＳＮＳ講座」離れて暮らす人々をつなげる

「カラーセラピー」人々のストレスを癒す

「お茶会」気軽におしゃべり

「絵本の読み聞かせ」

214 特定非営利活動法人　ＭＡＫＥ ＨＡＰＰＹ 谷口　保
一人でも多くの人の心の中に、元気や希望が増えるきっか
けを創ること

・植林・間伐プロジェクト
石巻では、苗木から育て、南浜の公園に植樹する予定

・挑戦プロジェクト

・災害復興支援プロジェクト

216 いしのまき市民公益活動連絡会議
犬塚　恵介
佐藤　尚美

（共同代表理事）

石巻市内で活動するNPOやボランティア団体相互に連携の
場を提供することにより、各団体の活動の活性化を図り、
健全な地域づくりに寄与することを目的とする。

①NPO・ボランティア団体の情報交換・連絡調整
②NPO・ボランティア団体の交流・学習・研修
③各種関係機関・団体との情報交換・連絡調整
④その他、設置目的を達成するために必要な活動

217 Taylor Readers Project 佐々木　恭子
・英語の読み方ルール、フォニックスの普及及び学習支援
（子ども～大人）
・英語絵本を通して、英語圏の文化に触れ、親しむ

・英語サークルe-kids.
月二回、土曜日、10：00～11：30　みなと荘にて
子ども英語教室を開催

・藤崎カルチャー・スクール
月二回、木曜日、10：30～12：00　藤崎デパートにて
英語の発音教室
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218 石巻地区華道協会 横山　峰山
華道諸流派の一致と融和に努め各人共通の理想理念に向い
華道芸術の向上に尽く会員相互の福祉と華道に関する調査
研究を行い、地域文化の向上に寄与すること

・一年半毎の生け花展（春・秋）
・市立病院七階談話室へ流派交代（一ヵ月毎）
・サン・ファン祭り迎え花
・文化協会の行事への参加

219 難聴児支援相談『えがお』 田口　文恵
本会は、難聴児とその保護者への相談、支援を行うととも
に、相談者等の相互の交流や関係機関との連携を目指すた
めの活動を行うことを目的とする。

1.難聴児とその保護者の養育相談支援に関すること
2.相談者等の相互の交流に関すること
3.難聴児が在籍する機関のほか、医療、福祉等関係機関との連携に関すること
4.その田本事業の目的を達成するために必要な事項

220 一般社団法人　ふぁみりあ 平塚　紀仁
サッカー等のスポーツを通じ、子ども支援、子育て支援を
中心とした活動を行うことにより、地域の活性化を図るこ
とを目的とする。

・石巻市の子育て支援活動
・親子イベント
・保育園、小学校を訪問しての運動遊び教室

221 一般社団法人　Hito Reha 横山　翼
当法人は障がいを抱える方のチャレンジが人と地域を繋ぐ
社会を創造することを目的とする。

1.障がいを抱える方と家族のコミュニティ形成
2.障がいを抱える方と家族の暮らしの質の向上のための相談事業
3.障がいを抱える方の目標やありたい姿を共に創るリハビリ型社会参加のサービス活
動
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222 バード 大須　美津子
市民等の相互交流や心身の健康維持・向上を図ることを目
的とし、事業としてノルディックウォーキング等を実施す
る。

・毎月一回、ノルディックウォーキングと談笑
　希望者はアフターランチ
・ノルディックウォーキングコースについては、市内又は近隣の市町とし
　普段個人では歩いたことがないコースや時に山菜取りコースなど多彩に実施

223 あきら＆みなとアロハ 梨木　あきら

震災直後の避難所で「うた声サロン」を開催した。
共に歌うことで元気になるばかりではなく、いつしか見知
らぬ者にも連帯感が生まれる。以来、石巻エリアを中心に
開催は2000回を超えている。

私たちは震災から９年「みんなで歌おう」を合言葉に、うたっこライブ（うた声サロ
ン）をつづけています。ギターの伴奏に合わせて、童謡や、懐かしい世界の名曲を、
みなさんと歌います。
お茶とお菓子を持ち寄り、楽しく歌って、おしゃべりします。
これまでに、2000回を超える交流になりました。ご自宅や地域の公民館、人の集まる
ところなら、どこへでも出かけていきます。

224
すばらしい北北上運河沿線の自然環境を守る
協議会

藤井　勝
地域住民が主体となって、北北上運河沿線の自然環境を維
持向上し、人々が水と緑に親しめる、スポーツや集いの場
を提供し憩いの空間を形成する

・通年…ゴミ拾い
・4月～10月…月２～３回の除草、雑木除去、樹の管理、植樹
・その他…子供たちとのドングリ植樹、小・中・高校生との桜の木の植樹、行政と
の協働の提言、トイレ・あずまや等の設置要望

225 河南鹿島ばやし保存会 石垣　辰也
河南鹿嶋ばやし（山車を含む）を永久に保存、継承する事
を目的とする。

・毎年開催する河南鹿嶋ばやし伝承式・祭りの開催と練習。
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226 石巻劇場芸術協会 矢口　龍太
四民の文化活動並びに映画や演劇等の劇場芸術をはじめと
する文化事業の振興と連帯感の育成を図り、豊かな文化の
創造と発展並びに、地域づくりに寄与する。

劇場芸術文化の創作および発表、発掘、継承に関するイベント、ワークショップ等の
開催

　

227 おらほの家 プロジェクト 本庄 年
孤独や孤立を防ぎ、社会性を育み近隣住民とのつながりを
維持。健康増進や認知症予防に努める。住民自らが行う地
域づくりやサロン活動を促し、サポートする。

①おらほの家を拠点とした送迎付きサロン活動。②出張お茶っこ、各種ツアー。③地
域づくり（地域住民や地域の公的サービスのサポート。

228 一般社団法人 ひと・まち・もり 古藤野 靖

石巻復興祈念公園における市民森づくりを中心として、市
民主体の公園の管理運営および利活用事業等の展開によ
り、当該公園の発展に貢献すると共に、それらを通じた地
域の活性化を実現することを目的とする。

①石巻復興祈念公園における市民森づくり事業。②石巻復興祈念公園の維持管理、運
営に関する事業。③調査研究、広報、物販等森づくりの成果を普及、展開する事業。
④その他、前号に掲げる事業に付帯又は関連する事業。

229 一般社団法人 BIG  UP石巻 原田 豊
石巻市に移住するものに対して、地域コミュニティの強化
に関する事業を行い、特色を活かした新たに住みよい街づ
くりに寄与することを目的とする。

地域コミュニティ支援、ボランティアコーディネート、災害支援活動、子ども支援、
石巻物産販売、ドローン事業。
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230 公益社団法人　石巻法人会 松本　賢

税知識の普及、納税意識の高揚に努め、税制・税務に関す
る提言を行い、もって適正・公正な申告納税制度の維持・
発展と税務行政の円滑な執行に寄与すると共に、地域企業
と地域社会の健全な発展に貢献することを目的とする。

①税制及び税務に関する調査研究並びに提言に関する事業
②税務知識の普及と納税意識の高揚を目的とする事業
③企業経営の安定化を目的とした種々のセミナーの開催事業及び経営支援事業
④地域社会の発展に資する事業
⑤会員相互の情報交換並びに交流に関する事業
⑥入会促進に関する事業
⑦企業及び従業員の福利厚生を支援する事業
⑧その他この法人の目的を達成するために必要な事業

231 宮城英語学習支援会 佐々木　陽子
英語等の第二言語学習に困難を抱える児童、生徒、社会人
を対象とする学習支援活動を社会に普及させることを目的
とする。

・英語学習相談室を３ヵ所（うち石巻市２ヵ所）を開設し、週一回相談活動を行う。
・英語等の第二言語学習支援に関する調査及び研究を行う。

232 生涯発達支援塾TANE 櫻井　育子

「ひとは生涯にわたって発達し続ける」の理念のもとに、
分野横断型のアセスメントとコーディネートを行い、すべ
ての人が生きやすい社会の在り方と価値観の提示を目指
す。

①組織コーディネート：福祉事業所、放課後等デイサービス、保育園等における職員
研修、活動プログラム開発
②支援者コーディネート：つなぎめをまなぶ講座（年６回）
③個人のコーディネート：特性のある本人が活動できる生涯学習の場づくりとインク
ルーシブな場づくり。（おてだまのじかん、書道塾たね、TANE相談室、そーしゃるす
なっくたね

233 たまごひよこ応援隊 小田嶋　清美
周産期（妊娠期）や子育て中のセルフケア能力向上のため
のサロン

現在
月一回らいつにて、妊娠期～産後、子育て中の方対象の講座
二か月に一回、なかよし支援センターにて妊娠期～子育て中の方対象の講座
二か月に一回、ハンドマッサージ、相談（スマイル）

過去
・なかよし支援センター、らいつにて活動
・子育てフェスタ、マタニティフェスタ参加
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234 NPO心の港 Sylvie Muller
障害者施設への訪問等を通して、地域住民の心に寄り添
い、安心して暮らせる共生社会を目指す。

《現在》
月３回障害者施設を訪問し、農作業の見守りを行う。
月１回は仙台にて炊き出し及び夜回りを行う。
毎月複数回、事務所を開放し近所住民のよろず相談を受けている。
《主な過去実績》
2011年の東日本大震災後　仮設住宅訪問、海岸清掃、復興住宅の独居老人家庭訪問等
の活動を通して被災者に寄り添う。

235 特定非営利活動法人　思い出の扉 髙橋　明

私たちは、過疎地域の学校の卒業アルバム制作、写真の撮
影会に関する事業を行い、地域の移り変わりと自然の美し
さを後世に伝えると共に、過疎地域の振興と写真を通じた
人々の交流に寄与することを目指す。

現在
・少人数校の卒業アルバム制作、賛助会員の募集
・ネット上でのギャラリー展示

236 特定非営利活動法人　のさり 鈴木　智子

この法人は、誰もが安心して暮らせるように地域住民の子
育て、老いや疾病、心身障害等を起因とした様々な生活の
困難に対して、人的環境、住環境の整備等の間接的支援及
び、障害者総合支援法、介護保険法、児童福祉法に基づい
た具体的な援、そしてひとりひとりの対象者のニーズに即
した心理的・社会的サポートなどインフォーマルな支援を
行い、地域住民の健康で文化的な生活の継続に寄与するこ
とを目的とする。

（1）多様な地域福祉拠点の設立、運営に関する事業
（2）介護技術および社会福祉法教育の普及を目的とした講習会を行う事業
（3）会報及び出版物の発行
（4）障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業
（5）介護保険法に基づく介護事業
（6）地域生活支援事業
（7）地域総合ライフサポート事業　など

237 石巻中央ライオンズクラブ 　阿部　浩
われわれは知性を高め、友愛と相互理解の精神を養い、平
和と自由を守り、社会奉仕に精進する。

・清掃活動
・薬物乱用防止教室
・施設訪問
・献血活動
・防災活動
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238 石巻でこぼこ見守り隊 我妻　久美子
支援を必要とする子どもを育てる保護者向けサロンの運営
のため。ノーマライゼーションが一人一人に浸透した石巻
をつくるため。

毎週金曜日14時～16時、サロンの開催

239 Love　is action 粟野　祥子

・黄金浜地域の方が、以前あった良いものを取り戻すだけ
でなく
より良いものを想像する
・石巻で一番に愛を感じられる居場所作り

・黄金浜地区全体の活性化の為の地域作業
・高齢者の健康推進の為又は地域の子育て世代にとっての憩いの場となる活動
・SOS保育事業
・SOSスマホ難民救済
・沿岸部と内陸部の交流事業
・韓国と日本の文化交流

240 エンジョイミール 遠藤　一恵
食に関する知識を共有し、食を通じてより健康で豊かな人
生を送ることを目的とする

・研修会
・料理教育（親子、糖質オフ）
・子ども食堂の運営

241 NPO831's 勝然　公央
食品ロス削減活動を通し、子供の食育と体力の増進を図る
耕作放棄地を借り受け、食品確保と地域環境を整備

通年野菜中心とした食糧の確保と子供を支援する団体への援助。
地域環境整備計画立案・実施（地域共同型）
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242 こども食堂バンビーニ 宇佐美　純子

安心・安全な食事と居場所の定期的な提供及び子どもを見
守る
環境の整備を通して、地域の子どもたちの健やかな成長に
寄与
することを目的とする。

現在月2～3回土曜日（団体カレンダーによる）第1会場か第2会場にてこども食堂、
フードパン
トリ―、季節ごとのイベント等を行っている。

過去実績　令和3年11月13日よりこども食堂を月2回予約制にて行い合計10回416食提
供した。
　　　　　又、フードパントリーや、ミニ縁日等もあわせて開催した。

243 NPO　レガルシィ石巻ーフットボールクラブー 髙橋　忍
スポーツ促進活動を通して、運動環境の提供事業及び普及
作業をし、地域活性化を目指します。

現在
月2回程度。公共施設にてフットサルを提供
月1回程度。市内の体育館（小学校）にてサッカースクールを運営

244 ライクミー 土屋　愛美
石巻圏域におけるダブルケアラーに関する活動を通してダ
ブル
ケアラー同士を繋げ孤立させない事を目的とする。

・SNSを活用したダブルケアラー同士の交流活動
・その他、目的の達成に必要な活動

245 一般社団法人　りとりーと 兼子　佳恵
女性、次世代の人材発掘・育成・認定・マネジメントに関
する
事業を通じて人にやさしいまちづくりに貢献する。

・人材育成のための講座
・書籍の執筆　など
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246 日和山カフェ 佐藤　京子

がん患者さんやご家族が、病気を持ちながらも、安心して
前
向きに生きることができるように支援することを目的とす
る。

現在：年9回程度、語りの場の提供や講演会を行う。
　　　主に第3土曜日の13：30～15：00で対話の場を行っている。

過去実績
・2018年12月「新薬と臨床」に日和山カフェの活動記事が掲載される。
・2019年1月30日読売新聞宮城版に日和山カフェ1周年記念講演会が掲載される。
・2018年1月よりカフェ活動を開始し、7月で第26回となる。2020年2月よりコロナ禍
のため
　対面でのカフェは中止し、電話相談を2022年4月まで58件対応する。

247 特定非営利活動法人　日本演劇情動療法 前田　有作

この法人は、認知症患者や鬱病などの患者を対象として、
演劇
情動療法を提供し、認知症の予防及び認知症の症状を改善
させることにより、認知症患者や鬱病などの患者及びその
家族が、自分らしく暮らし続けることができる社会の実現
に寄与することを目的とする。
　また、質の高い演劇情動療法を普及させるため、情動療
法士及び情動療法を行う俳優（以下、「プレイヤー」とい
う。）の育成、指導及び資格認定等を行い、認知症患者や
鬱病などの患者及びその家族をさせる人材を育てることに
より、認知症に関する福祉の増進に寄与することを目的と
する。

仙台市富沢病院の認知症病棟において演劇情動療法の実施及び臨床研究
老年学会への研究発表
医学誌への論文発表
高齢者施設での演劇情動療法の実施
認知症介護に必要な演劇介護論セミナー
演劇情動療法士の育成
演劇情動療法士の認定
演劇情動療法に関する書籍の出版
認知症予防のための朗読講座

248 特定非営利活動法人　からふる 菅原　一真

教育・スポーツに関わる活動を創造・発掘・発信・提供す
る事
業を行い、主として児童・生徒・学生等々の未成人のもの
に対
して学習・スポーツ活動の支援、社会教育の推進と向上に
寄与
することを目的とする。

現在
年5・6回程度、栗原市にて検定試験および講習会・勉強会を行う。
毎週水・土曜日に、栗原市公共施設で学習指導を行っている。
過去実績
2022年8月、日本理科検定協会公式認定の元、「Dr`s講習検定【理科】」を実施。日
本初の講習検定による合格者を輩出。
設立より、各種検定試験を栗原市、仙台市などで実施。
令和4年度12月より、石巻市での活動を開始。

249 子ども食堂　ぼんず 門間　妃登美

①子供、高齢者の孤食を防ぎ見守る体制作り
②地域交流の場の提供
③親の悩みを気軽に話せ、虐待防止につなげる
④高齢者がやりがい、生きがいを見つける
⑤子供たちに第3の居場所作り
⑥子供たちの学習支援
⑦グリーフケア

毎月1回　子ども食堂、フードパントリー開催
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250 NPO親子相談室　KANGAROOM 大槻　友美
自閉症の子どもと家族に対する相談および支援活動を行う
事によ
り自立に向けた一助とすることを目的とする。

・キャンピングカーでの駆けつけ移動相談
・オンライン相談室
・まちなか相談室での対面相談
・学校での教育相談への同行支援
・自立に向けた自然体験プオグラムの提供
・その他

251 日本棋院石巻山の手支部 一條　至 囲碁の普及、会員同士の交流 囲碁の普及及び活動（囲碁による交流）

252 東松島ママサロン 大石　ちぐさ

本団体は子育て世代の交流促進や孤立を防ぎ、地域団体と
協力
しながらつながりのある街づくりへの協働参加促進に貢献
しま
す。

月2回、水曜日に未就学児向けに母親の居場所づくり、提供を行っている。
手遊びや読み聞かせ、体遊びをしながら、母親たちは制作活動等を行い、交流をは
かっている。
育児中の孤立を防ぐのが大きい目的の1つです。

253 ColorCalibrations 白鳥　颯也
LGBTO等の性的マイノリティをはじめとする多様な性をも
つ誰も
が自分らしく生きられるまちづくり

会則第5条参照
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254 NPOぽかぽかハーモニー
内海　ゆかり
阿部　久美子

本会は石巻市と東松島市内において地域の皆様と交流を深
めながら子共～お年寄りまで幅広い年齢層が参加できるイ
ベントを開催し、子供の健全育成や地域活性化のコミュニ
ティマネジメント、心と身体の健康づくりサポート、郷土
芸能及び活動をることを目的としている。

①介護予防運動教室
②姿勢改善運動教室
③すずめ踊り教室
④親子リトミック教室
⑤絵本や紙芝居の読み聞かせ
⑥音楽のふれあい遊び
⑦カラーセラピー
⑧よろず相談（メンタルヘルス・介護・健康）

255 石巻二ホンミツバチの会 山内　昇一

・養蜂を普及し、多くの同好者との出会いや、交流の場を
つくる
・ミツバチの生態に触れ、自然と共生する豊かな社会を目
指す
・地域の復興/活性化に寄与する

・養蜂や採蜜のセミナー、ワークショップ等の開催
・蜜源植物を増やしていくための植樹活動
・蜂蜜や蜜ろうの活用
・被災未利用地の活用、交流の場づくり

256
特定非営利活動法人
ヒューマンフェローシップ

坂本　牧裕

当団体は前身の任意団体として1988年に活動を始め、その
後、福祉制度や公的な資源と手を携えながら、不登校や引
きこもりをはじめ、発達障害、精神障害、知的障害など生
きづらさを抱えた若者たちが、社会と緩やかにつながる支
援のために当団体の設立に至った。

①就労支援
②生活支援
③障害福祉サービス事業
④その他の事業
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