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平成 28 年 6 月 10 日（金） 

於 なのはなプラザ４階共同会議室 

 

平成 28 年度 第 1 回いちのせき市民活動促進会議インアーチ全体会 

 

次第 

 

１９：００ 

１．開会 

 

２．代表挨拶 

 

３．議題 

（１）平成 27 年度事業報告について 

 

（２）平成 28 年度事業計画について 

 ①市民活動団体災害時連絡網について 

   ②いちのせき市民フェスタ１６について 

   ③インアーチ参観日について 

 

（３）その他（情報交換） 

 

２１：００ 

４．閉会 
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参加者名簿 

 

No. 氏名 団体名 役職 

１ 阿部幸子 失語症友の会<一関地方> 事務局 

２ 小松眞保子 一関市愛育会 事務局 

３ 橋本真由美 一関世代にかける橋 
 

４ 佐藤裕行 両磐地域まちづくり探検隊 主査 

５ 高橋久喜 
福祉に架ける橋の会 

会長 

６ 高橋富枝   

７ 岩渕育子 一関若者サポートステーション 総括コーディネーター 

８ 木村静恵 ＮＰＯ法人アートで明るぐ生ぎるかわさき 事務局、理事 

９ 金野和則 
NPO法人北上川サポート協会 

事務局長 

１０ 菅原幸子 事務局 

１１ 佐藤一伯 老松活性化同志会 事務局 

１２ 杉山浩 NPO法人響生 代表理事 

１３ 小野仁志 NPO法人レスパイトハウス・ハンズ 会長 

１４ 小野寺浩樹 いちのせき市民活動センター センター長 

１５ 畠山信禎 いちのせき市民活動センター 主任 

１６ 佐藤大輔 いちのせき市民活動センター スタッフ 

 

※名簿にお名前が載っていない場合は、受付にお申し出ください。 
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議題 

（１）平成 27 年度事業報告について 

①市民活動団体ネットワークとしての定期会議開催 

日にち 会場 内容 

平成 27 年 5 月 19 日 なのはなプラザ 

第 1 回全体会 

・平成 26 年度事業報告 

・平成 27 年度事業計画 

平成 27 年 8 月 19 日 なのはなプラザ 

第 2 回全体会 

・いちのせき市民フェスタ１５について 

・インアーチ全体会について 

平成 28 年 1 月 14 日 なのはなプラザ 

第 3 回全体会 

・「市民活動団体災害時連絡網」の一関市社

会福祉協議会との協定について 

・平成 27 年度の振り返り 

 

②いちのせき市民フェスタ１５ 

開催日：平成 27 年 8 月 23 日（日）午前 10 時～午後 3 時 

 場 所：市街地活性化センターなのはなプラザ 

年に 1 度のネットワークの交流イベント「いちのせき市民フェスタ」を開催。10 回目を迎えた昨年度

は、過去最多の団体参加があり、一昨年から個人も参加できる企画として始めた「イチコレ」にも昨年

を上回る参加があり、市民活動団体や企業、個人の日頃の活動の発表や交流促進、協力関係の構築の場

とすることができた。また、高校生によるボランティアや企画への参加も増え、若者が市民活動と触れ

る機会にもなった。 

●ブース出展ステージ発表、ご当地キャラクター大集合、ボランティア 

参加団体：58 団体 

No. 団体名 出展内容等 

1 ＮＰＯ法人響生 かき氷販売やボール入れゲームが楽しめます！ 

2 ＮＰＯ法人いちのせき子育てネット 毎年大好評のおさがり広場を今年もやります！ 

3 いちのせき若者サポートステーション フリーマーケット、アロマ、古本市など開催！ 

4 ＫＣＳセンター一関 無料で姿勢チェックが受けられます！ 

5 楽・ルチェ 魅力マトリックスの診断を体験しよう！ 

6 カマバタ織伝承の会藤沢支部 カマバタ織の体験や販売などを行います！ 

7 まちの保健室 血圧測定、健康相談、介護相談などを実施！ 

8 ＮＰＯ法人とーばんふうどくらぶ 電動ペンで木に落書き体験が出来ます！ 

9 かやぶき民家を残す会 写真の展示を行います！ 

10 一関市市長公室ＩＬＣ推進課 ＩＬＣを知り、国際化を見据えた英語体験！ 

11 岩手日日新聞社 いわにちＡＲやドローンの展示を行います！ 

12 いちのせき起業応援講座卒業生チャレンジショップ 小物販売や消しゴムハンコのワークショップ！ 
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13 創作空間工房「咲」 アクセサリーの製作体験や販売を行います！ 

14 両磐４Ｈクラブ なんと「トウモロコシ500本」を販売！ 

15 菜の花工房 クッキーやパウンドケーキの販売！ 

16 いわて大東屋 桑茶の試飲販売を行います！ 

17 佐々木牧場 活動内容の紹介や馬グッズ販売を行います！ 

18 たけとんぼ コーヒーや紀州梅の販売！ 

19 ワークジョイかわさき パン、クッキー、シフォンケーキの販売！ 

20 お弁当のまんまや おいしい手作りの特製おにぎりなどを販売！ 

21 さくら園 パンや工芸品の販売！ 

22 一関市民センター チャリティー古本市を開催！ 

23 ＮＰＯ法人アートで明るぐ生ぎるかわさき てぬぐいアート体験やグッズ販売を開催！ 

24 一関市少年少女発明クラブ 「子犬ロボコン」を体験しよう！ 

25 ＮＰＯ法人北上川サポート協会 ロープワーク講習やホタルの紙芝居を体験！ 

26 一関マジックの会 バルーンを自分でつくってもらえる！ 

27 ＮＰＯ法人ファンスポルト一関 ストラックアウトやスラックラインを体験！ 

28 一関地球温暖化対策地域協議会 計算し考えよう、家庭のＣＯ２！ 

29 リレー・フォー・ライフ・ジャパンいわて実行委員会 イベントの告知やグッズ販売によるチャリティ！ 

30 ジョブカフェ一関 活動内容の紹介を行います！ 

31 いわいの里ガイドの会 様々な写真の展示を行います！ 

32 両磐地域まちづくり探検隊 平成26年度の活動報告を行います！ 

33 ＮＰＯ法人里山自然学校はずみの里 活動内容の紹介を行います！ 

34 一関世代にかける橋 活動内容の紹介を行います！ 

35 一関市シニア活動プラザ 活動内容の紹介を行います！ 

36 
ＮＰＯ法人レスパイトハウス・ハンズ 

＆Café&Galleryさくらなみき 
２種類のたこやきを販売します！ 

37 老松活性化同志会 しそ巻き、じゃがいも餅、おやきを販売！ 

38 株式会社オヤマからあげ家 あげたてのジューシーからあげを販売！ 

39 新鮮館 新鮮なとれたての野菜を販売！軽食もあるよ！ 

40 一関市シニア活動プラザ スポーツ吹き矢体験コーナーを設置します！ 

41 FMasmo 79.5Mhz 小山羊右ミュージックバーガー生放送！ 

42 福祉に架ける橋の会・一関琴美会 ステージ・大正琴演奏 

43 一関市愛育会 ステージ・歌とギター演奏 

44 ひまわり笑いヨガクラブ ステージ・笑いヨガ 

45 一関スポーツ吹矢協会 ステージ・デモンストレーション 

46 ＮＰＯ法人一関ケアセンター舞踊振興グループ ステージ・日本舞踊 

47 フラハウオリフラダンス ステージ・フラダンス 

48 一関修紅高校 ボランティア 
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49 ハピクロ ボランティア 

50 ボランペ ボランティア 

51 一関市役所（農政課） 着ぐるみ・いっくんみなみちゃん 

52 一関商工会議所川崎支所青年部 着ぐるみ・かわたまドン太くん 

53 室根支所地域振興課 着ぐるみ・室根みこシスターズ ミーコ・シー 

54 げいび観光グループ 着ぐるみ・ゲイビィ 

55 藤沢支所産業経済課 着ぐるみ・縄文人 

56 一関商工会議所千厩支所（千厩夜市実行委員会） 着ぐるみ・せんたくん・まやちゃん 

57 一関市役所まちづくり推進部 国体推進室 着ぐるみ・おもっち 

58 ゲイビマン キャラクター・ゲイビマン 

●いちのせき市民モデルコレクション「イチコレ」 

 参加者：27 組 

●一般来場者：約 300 人 

 

③災害時の市民活動ネットワーク 

 昨年度はかねてから議論していた災害時の市民活動ネットワークの在り方について、「一関市市民活動

団体防災ボランティア活動推進指針」を策定し、一関市社会福祉協議会と連携することを発表した。 

 

④インアーチ参観日 

団体同士が相互理解を深める事を目的とし、27 年度は 4 月に試験開催を実施後、4 回実施。市内各地

で活動する団体の活動拠点を見学し、実際に体験することで団体間の交流や理解をさらに深めた。 

日にち インアーチ参観日 参加人数 

平成 27 年 4 月 21 日 第 0 回インアーチ参観日 Cafe and Gallery さくらなみき 18 人 

平成 27 年 6 月 11 日 第 1 回インアーチ参観日 村上家住宅 11 人 

平成 27 年 7 月 17 日 第 2 回インアーチ参観日 NPO 法人北上川サポート協会 14 人 

平成 27 年 10 月 27 日 第 3 回インアーチ参観日 NPO 法人響生 7 人 

平成 27 年 12 月 15 日 第 4 回インアーチ参観日 老松活性化同志会 11 人 

 

（２）平成 28 年度事業計画について 

 

いちのせき市民活動促進会議インアーチ 平成 28 年度事業計画（案） 

 一関地方において自主的・自律的かつ継続的に市民活動を行っている団体の活動の活性化と連携を図

るとともに、団体相互の情報交換、研鑽を進め、市民活動支援、行政との協働関係の構築など、市民が

主体となった公益活動を推進するために以下の事業を行うこととする。 

  



6 

 

①会議 

 ・事業の詳細や進捗の確認、情報交換等を目的に平成 28 年度は 3 回程の開催を予定。 

※いちのせき市民フェスタの詳細、進捗、ご案内等については、事務局より書面（もしくはメール、

電話等）にて随時ご連絡させていただきます。 

 ※インアーチ参観日の際にも、事務連絡等で情報共有の時間を設ける予定です。 

 

②事業 

【市民活動団体災害時連絡網】 

・現在の登録団体：13 団体 

・平成 28 年度は第 1 回全体会以降、関係団体へ連絡網への新規登録の呼びかけを行う。（登録内容の変

更は随時受け付ける） 

【いちのせき市民フェスタ１６】 

市民活動団体を主とした一関市民による団体もしくは個人・社会貢献活動を行う企業等が年に一度集

い、展示、活動紹介、アトラクション等により、広く市民のまちづくり参加を周知し、多様な参加を促

進するとともに、市民主体による地域社会の活性化を目指す。 

日程：平成 28 年 8 月 28 日（日）10:00～15:00 

【インアーチ参観日】 

・団体の相互理解を深めることを目的に平成 28 度は 3 回の開催を予定。 

・訪問団体（施設）は全体会で協議し、訪問依頼や日程調整等は事務局で行う。 

・事務局内で検討した訪問団体（施設）候補 

No. 地域 団体・施設等 主な活動内容 

１ 一関 農家民宿レストラン「あんすろーじ」 農家民宿レストラン 

２ 一関 パカポコクラブ（佐々木牧場） 障がい者乗馬 

３ 一関 NPO 法人なかなか遺産を考える会 地域資源、廃校舎利活用等 

４ 一関 NPO 法人あゆみ 

住宅型有料老人ホーム 

デイサービス 

訪問介護・介護支援相談室 

５ 一関 北上川学習交流館あいぽーと 
災害時の防災活動拠点 

川に関わる総合学習の支援 

６ 大東 NPO 法人いわい地域支援センター 
グループホーム、デイサービス、介護者を対象

としたカフェ、認知症サポーター講座等 

７ 千厩 昌子の小さな美術館 自宅の一室を美術館として解放 

８ 藤沢 農家民宿 観樂樓 農家民宿 

９ 藤沢 ほろはの家 農家民宿 

１０  一関マジックの会 訪問先でマジック披露をしてはどうか 

 

（４）その他（情報交換） 

http://ansuro-ji.com/
http://pakapoko.at.webry.info/
http://www.center-i.org/%E6%83%85%E5%A0%B1%E8%AA%8Cidea-1/%E5%9B%A3%E4%BD%93%E7%B4%B9%E4%BB%8B/%E4%B8%80%E9%96%A2%E3%81%AE%E3%81%AA%E3%81%8B%E3%81%AA%E3%81%8B%E9%81%BA%E7%94%A3%E3%82%92%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%8B%E4%BC%9A/
http://i-ayumi.net/
http://www.thr.mlit.go.jp/iwate/iport/
http://www.npoicom.info/
http://syokomuseum.jimdo.com/
https://tomarina.com/rooms/45?locale=ja
https://tomarina.com/rooms/62?locale=ja

