
INArch 一関市内で活動する市民活動団体が大集合！

‘出会い’にあふれる 市民参加型イベント
日頃の活動を広く市民のみなさんに知ってもらう機会である「いちのせき市民フェスタ」。日頃の活動を広く市民のみなさんに知ってもらう機会である「いちのせき市民フェスタ」。日頃の活動を広く市民のみなさんに知ってもらう機会である「いちのせき市民フェスタ」。日頃の活動を広く市民のみなさんに知ってもらう機会である「いちのせき市民フェスタ」。

市民活動団体を中心に、活動紹介はもちろん、紹介を兼ねた各種体験、商品・製品販売など、市民活動団体を中心に、活動紹介はもちろん、紹介を兼ねた各種体験、商品・製品販売など、市民活動団体を中心に、活動紹介はもちろん、紹介を兼ねた各種体験、商品・製品販売など、市民活動団体を中心に、活動紹介はもちろん、紹介を兼ねた各種体験、商品・製品販売など、
人・モノ・機会との出会いにあふれる空間です。人・モノ・機会との出会いにあふれる空間です。人・モノ・機会との出会いにあふれる空間です。人・モノ・機会との出会いにあふれる空間です。 関連イベントももりだくさん！関連イベントももりだくさん！関連イベントももりだくさん！関連イベントももりだくさん！

主催：一関市・いちのせき市民活動センター主催：一関市・いちのせき市民活動センター主催：一関市・いちのせき市民活動センター主催：一関市・いちのせき市民活動センター
協力：いちのせき市民活動促進会議インアーチ・花泉観光開発株式会社協力：いちのせき市民活動促進会議インアーチ・花泉観光開発株式会社協力：いちのせき市民活動促進会議インアーチ・花泉観光開発株式会社協力：いちのせき市民活動促進会議インアーチ・花泉観光開発株式会社
問合：問合：問合：問合：0191019101910191----26262626----6400(6400(6400(6400(いちのせき市民活動センター）いちのせき市民活動センター）いちのせき市民活動センター）いちのせき市民活動センター）

参加団体やイベントの参加団体やイベントの参加団体やイベントの参加団体やイベントの
情報は情報は情報は情報はFacebookFacebookFacebookFacebookでででで
ご紹介していきます！ご紹介していきます！ご紹介していきます！ご紹介していきます！ ▶▶▶▶

園内はペット同伴可ペット同伴可ペット同伴可ペット同伴可で、
ドッグランドッグランドッグランドッグランエリアもありま
す。お互いにマナーを守
り、気持ちよく愛犬連れ
でイベントを楽しみましょ
う。

With With With With コロナコロナコロナコロナ
ご来場の際のお願いご来場の際のお願いご来場の際のお願いご来場の際のお願い

～新型コロナウィルス感染症への感染予防・拡散防止のために～
コロナ禍におけるイベント開催にあたり、ご来場の皆様には下記項目へのご理解、ご協力をお願いいたします。なお、直前の感染拡大状況によっては、イベントそのものを急きょ中止したり、規模を縮小する可能性もあります。その際にはホームページ等で公表いたしますので、ご来場前のご確認をおすすめいたします。
・必ず総合案内総合案内総合案内総合案内（（（（受付受付受付受付））））を通過を通過を通過を通過いただき、来場者情報の把握来場者情報の把握来場者情報の把握来場者情報の把握にご協力をいただきます。
・ワクチン接種の有無に関わらず、３歳以上の方はマスクの着用マスクの着用マスクの着用マスクの着用をお願いします。ただし、熱中症予防の観点から、屋外で、２m以上他の来場者との距離が保てる場合には適宜外すことは問題ありません。
・会場内各所に消毒液消毒液消毒液消毒液を設置します。特に飲食の前後には積極的にご使用ください。
・高齢の方高齢の方高齢の方高齢の方や、持病のある方持病のある方持病のある方持病のある方、発熱・咳・全身痛等の自覚症状がある方自覚症状がある方自覚症状がある方自覚症状がある方などは、ご来場の是非をご来場の是非をご来場の是非をご来場の是非を慎重にご検討慎重にご検討慎重にご検討慎重にご検討ください。
・１つのブースに留まる時間は長くても２０分を目安２０分を目安２０分を目安２０分を目安とし、濃厚接触を避ける濃厚接触を避ける濃厚接触を避ける濃厚接触を避けるようにしましょう。
・感染予防の観点から、着席で飲食できるスペースは最小限着席で飲食できるスペースは最小限着席で飲食できるスペースは最小限着席で飲食できるスペースは最小限に留めています。会場内での飲食を予定されている場合は、ピクニックシートを持参ピクニックシートを持参ピクニックシートを持参ピクニックシートを持参するなど、ご理解とご協力をお願いします。

主食からお土産に買って帰りたい焼き菓子まで、飲食に関連したブー
スもあります♪イベント時だけの特別メニューを提供する団体も！
なお、感染対策の一環として、着席で飲食ができるスペースは最小限

に留めてありますので、ピクニックシート等を持参するか、車内等でお召
し上がりいただくよう、ご協力をお願いします。

コンテンツ④コンテンツ④コンテンツ④コンテンツ④

本場の中国茶も飲める！ 韓国風海苔巻き「キンパ」【【【【 飲食メニューピックアップ飲食メニューピックアップ飲食メニューピックアップ飲食メニューピックアップ 】】】】
いちのせきハラミ焼き(いちのせきハラミ焼きなじょったべ隊)／鹿肉ソーセージ(西磐猟友会)／清庵ミニ弁当(清

庵の里)／キンパ、タッカンジョン、トッポッキ等の韓国料理(韓国料理サラン)／トルネードポテト(ほまれの会ラボー
レペコラ)／しゅうまい(Liberal)／焼き菓子(菜の花工房)／石窯ピザ等各種軽食(花と泉の公園)／ など

れいなｄｅれいなｄｅれいなｄｅれいなｄｅ
ふろーれすふろーれすふろーれすふろーれす

第第第第1111駐車場駐車場駐車場駐車場 花拓里の館花拓里の館花拓里の館花拓里の館 ぼたん園ぼたん園ぼたん園ぼたん園

10:00 「いちのせき市民フェスタ21」スタート(各ブースオープン！各ブースオープン！各ブースオープン！各ブースオープン！)

10:30 身近なモノで身近なモノで身近なモノで身近なモノで
すぐできる！すぐできる！すぐできる！すぐできる！

マジック修得体験会マジック修得体験会マジック修得体験会マジック修得体験会11:00
出張！ふるいモノ・出張！ふるいモノ・出張！ふるいモノ・出張！ふるいモノ・
なつかしいモノなつかしいモノなつかしいモノなつかしいモノ
鑑定アドバイス会鑑定アドバイス会鑑定アドバイス会鑑定アドバイス会

11:30 「どん「どん「どん「どん((((ポン菓子ポン菓子ポン菓子ポン菓子))))」」」」
実演会＆おふるまい実演会＆おふるまい実演会＆おふるまい実演会＆おふるまい12:00

12:30
和太鼓体験和太鼓体験和太鼓体験和太鼓体験

ワークショップワークショップワークショップワークショップ
13:00 ロープで作る！ロープで作る！ロープで作る！ロープで作る！

ジップライン体験ジップライン体験ジップライン体験ジップライン体験13:30

14:00 「いちのせき市民フェスタ21」クローズ ※ぼたん園は17時まで散策可能です

各参加団体が展開するブースとは別に、主催者企画として、時間限定の企画も開催します。下記スケジュールに
合わせて会場を周遊するのもおすすめです♪ ※各エリアにはそれぞれブースが複数展開されていますので、下記
時間帯以外にも十分お楽しみいただけます。

コンテンツ⑤コンテンツ⑤コンテンツ⑤コンテンツ⑤
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※8※8※8※8月月月月29292929日に開催予定でしたが、下記に延期しました。日に開催予定でしたが、下記に延期しました。日に開催予定でしたが、下記に延期しました。日に開催予定でしたが、下記に延期しました。
※※※※そのため、本冊子掲載内容から変更となった企画等もあります。そのため、本冊子掲載内容から変更となった企画等もあります。そのため、本冊子掲載内容から変更となった企画等もあります。そのため、本冊子掲載内容から変更となった企画等もあります。

(一関市花泉町老松字下宮沢159-1)
※感染予防対策の一環として、駐車場に入った
台数(毎時100台)で来場制限をかけます。
※市内在住の方以外のご来場はご遠慮ください。



一関市内で活動する市民活動団体の交流・情報交換の場であるとともに、その活動を
広く市民のみなさんにも知っていただくことでさらなる活動の展開を目指すべく、2007
年より開催しています。
近年は市民活動団体に留まらず、企業や店舗、個人など、多様な主体が参画し、様々な市民活動団体に留まらず、企業や店舗、個人など、多様な主体が参画し、様々な市民活動団体に留まらず、企業や店舗、個人など、多様な主体が参画し、様々な市民活動団体に留まらず、企業や店舗、個人など、多様な主体が参画し、様々な
情報や体験があふれる場情報や体験があふれる場情報や体験があふれる場情報や体験があふれる場になっています。

いちのせき
市民フエスタ

とは

市民活動への興味の有無に関わらず、老若男女、どなたでも楽しんでいただけるイベントです！

いちのせき市民フェスタ２１ 企画概要

対面での交流を通して、新たな出会
い、発見、展開を生み出します。

【花拓里の館】
歴史や和の要素がある団
体がブースを展開します。
館前では「出張！古いモノ
なつかしいモノ鑑定アドバイ
ス会」も♪

【れいなdeふろーれす】
交流プラザでは
低年齢の
お子さん向けの
ブースを中心に
展開します。

【旧ベゴニア館】
改修に向け、休館中のベゴニア館では国際交流に関す
るブースが！中庭のプールではカヤック体験も。

【ドッグラン】
当日もご自由にご利用
ください。

【ぼたんハウス】
石窯ピザが人気の軽食カフェ。当日も軽食を提供す
るほか、館内外にもブースが展開されます。

【第１駐車場】
総合案内のほか、「どん(ポン菓子)」の
実演会や「和太鼓体験ワークショップ」
を開催。

「どん(ポン菓子)」実演会
11時30分～12時30分
(約30食分おふるまい)

当地域では「どん」
で親しまれる「ポン
菓子」を作る機械
がやって来るよ♪
約30分おきに３回
実演します！お見
逃しなく!!!

【 相談対応メニューピックアップ相談対応メニューピックアップ相談対応メニューピックアップ相談対応メニューピックアップ 】
■有害鳥獣有害鳥獣有害鳥獣有害鳥獣の被害 (西磐猟友会)
■里親制度里親制度里親制度里親制度に関して (岩手県一関児童相談所)
■支障木支障木支障木支障木の相談 (TREE SUPPORT 木助)
■保育所保育所保育所保育所選び (保育園ゆいま～る)
■食品添加物食品添加物食品添加物食品添加物のこと (生活クラブ生活協同

組合岩手一関支部)
■国際交流国際交流国際交流国際交流に関して (一関市国際交流協会)
■ヘルプマークヘルプマークヘルプマークヘルプマークに関して (チーム＋心)

様々な「体験」の機会を提供してくれるブースが今年も盛りだくさん！
大人にとっては「なつかしい」体験から、最新の体験まで、ジャンルも
豊富です。思い出作りにはもちろん、「事業のネタ収集」の機会として
もご活用ください。
なお、各ブースの体験は先着順・定員になり次第受付終了の場合も

ありますので、ご了承ください。

コンテンツ③コンテンツ③コンテンツ③コンテンツ③

様々な団体等が個性たっぷりのブースを展開する市民フェスタ。今年は約３０約３０約３０約３０
団体団体団体団体がブースを展開します。
日頃の活動紹介、オリジナル商品等の販売のほか、市民フェスタのために参加

型の企画（クイズや体験など）を用意している団体も多数！
また、「花と泉の公園」を全面的に使用するので、園内散策も併せてお楽しみ

ください♪ 各参加団体のブース内容はＰ３～６をチェック！

コンテンツ①コンテンツ①コンテンツ①コンテンツ①

日常の困りごとや、興味があるものの踏み込めずにいることなど、
様々な‘モヤモヤ’を解消してくれる相談ブースも多数展開されます。
この機会にぜひつながりを持ち、次の一歩につなげてください♪

コンテンツ②コンテンツ②コンテンツ②コンテンツ②

１，レトロ品レトロ品レトロ品レトロ品…ブリキやソフビ素材の貯金箱、軍隊モノ、戦前のレコード、懐中時計、氷コップ等
２，古いせともの類古いせともの類古いせともの類古いせともの類…明治以前のせともの類、古い急須や茶器類 ３，古い民芸品古い民芸品古い民芸品古い民芸品…鉄瓶、古いくし・かんざし等
４，古いお金古いお金古いお金古いお金…古銭類(記念硬貨はゴメンナサイ) ５，古布古布古布古布…かすりの古布・野良着(「ぼろキレ」状態でも可)
６，古民具古民具古民具古民具…古い大工道具(のみ、かなづち等※作者名があるもの)、古いざる(竹で編んだもの等)、つる細工
７，その他昭和以前の日用品昭和以前の日用品昭和以前の日用品昭和以前の日用品(持参できないものは撮影したデータ・写真でもＯＫ)

主主主主
なななな
対
象
品

対
象
品

対
象
品

対
象
品

懐中時計 火鉢やかめ・つぼ 氷コップ 戦前のレコード 古いせともの類

ご実家や歴史ある店舗等に残る「ふるいモノ」「なつかしいモノ」。代々のものと伝えられながら、その価値が
分からず、保存し続けるべきか悩まれている方は少なくないのでは……？
そこで、古物商として経験豊富な方に見ていただき、その価値や今後の保存に関してアドバイスいただく企

画を開催！！ 処分しようか悩んでいたものに、金額うんぬんではない‘価値’があるかもしれません。

「和太鼓体験ワークショップ」「和太鼓体験ワークショップ」「和太鼓体験ワークショップ」「和太鼓体験ワークショップ」 ｂｙ室根創作太鼓の会ｂｙ室根創作太鼓の会ｂｙ室根創作太鼓の会ｂｙ室根創作太鼓の会鼓鼓鼓鼓
演奏を見る機会はあっても、触れる・叩くという機会は少ない「和太鼓」。叩き方の基本を

教えてもらいながら、和太鼓の迫力や魅力を体感してみよう♪ ※一人５分程度ずつを想定
【 １２時３０分～１３時３０分 ／ 時間内随時受付 ／ 参加無料 】

【 体験メニューピックアップ体験メニューピックアップ体験メニューピックアップ体験メニューピックアップ 】
■造形おじさんの造形おじさんの造形おじさんの造形おじさんの「「「「こわして遊ぼう！こわして遊ぼう！こわして遊ぼう！こわして遊ぼう！」」」」…… 幼児造形指導員・菅原順一さん
■「「「「こねこねせっけんこねこねせっけんこねこねせっけんこねこねせっけん」」」」製作体験…… 生活クラブ生活協同組合岩手一関支部
■「「「「ハーバリウムハーバリウムハーバリウムハーバリウム」、「」、「」、「」、「テラリウムテラリウムテラリウムテラリウム」」」」製作体験…… 花と泉の公園
■「押し花押し花押し花押し花」」」」加工体験…… 草っぽの会
■「「「「オリジナルうちわオリジナルうちわオリジナルうちわオリジナルうちわ」」」」製作体験…… 保育園ゆいま～る
■「「「「ゴーカートゴーカートゴーカートゴーカート」」」」乗車体験…… いちのせきニューツーリズム協議会
■小学生向け「「「「プログラミングプログラミングプログラミングプログラミング」」」」体験会…… ピタゴラミン一関校
■「「「「カヤックカヤックカヤックカヤック」」」」体験…… Liberal
■「バルーンアートバルーンアートバルーンアートバルーンアート」体験…… 一関マジックの会

「身近なモノですぐできる！マジック修得体験会」「身近なモノですぐできる！マジック修得体験会」「身近なモノですぐできる！マジック修得体験会」「身近なモノですぐできる！マジック修得体験会」 ｂｙ一関マジックの会ｂｙ一関マジックの会ｂｙ一関マジックの会ｂｙ一関マジックの会
ティッシュなど、身の回りにあるものを使ってできるマジックを３つ

修得することができます！こっそり覚えて、お子さんやお孫さん、お友達を驚かせよう！
【 10時３０分～１１時 ／ 定員先着10名 ／ 参加無料 ／ ハンカチをご持参ください(^^)/ 】
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いちのせき市民フェスタ２１ 参加団体紹介

「語り部の会」、やってます♪

内部研修でガイドスキルＵＰ！

いわいの里ガイドの会All

一関
当地域を訪れる観光客等に、自然・
風土や歴史・文化等を会員自らが郷
土愛とボランティア精神をもって紹
介し、この地方への理解と愛着を深
めてもらうべく、活動しています。

・観光ガイド業務
・常駐ガイド(骨寺村荘園展示棟、旧沼田家

武家住宅、一関駅構内)
・語り部

普段の活動

市民フェスタでは
・一関地方に伝わる⺠話や伝説の語り部
・活動紹介

☎ 0191-48-5888

初めて開催したイベントの様子

来場者に直接ご説明しました！

チーム＋心From

一関
障がいや疾患等が見た目では分から
ない人が、支援や配慮を必要として
いることを周囲に知らせるための
「ヘルプマーク」を基軸に、障がい
に対する理解促進等を図るための活
動に取り組んでいます。

・ヘルプマークの普及活動
・市内イベントへの参加や展示企画の開催
・障がいへの理解促進に関わること

普段の活動

市民フェスタでは
・ヘルプマークに関する展示
・ヘルプカードカバーを創作する

ミニワークショップ
・「拡大読書器」の体験

☎ なし

工房での普段の作業風景

自慢の焼き菓子、めしあがれ♪

菜の花工房From

一関
社会福祉法人やまぶき会が運営する、
精神に障がいを抱えたり、一般企業
への就業が困難な人が、作業活動な
どを通じて仲間との交流を図り、地
域社会での自立した生活を送ってい
くための事業所です。

・下請けや自主製品作業、施設外就労等
・季節に応じたレクリエーション活動
・地域社会への参加(ハートフルショップ、

一関市福祉祭り等)

普段の活動

市民フェスタでは
・雑貨販売
・焼き菓子販売

☎ 0191-26-0977

日本語教室は随時開催

料理教室で交流を深めます

一関市国際交流協会All

一関
一関市の歴史、文化、その他特性を
活かしながら、幅広い分野において、
国際協力・多文化共生事業を展開し、
市⺠の国際化意識の醸成と国際理解
を深め、多文化共生社会の形成に寄
与します。

・姉妹都市交流
・日本教室・外国語教室の開催
・在住外国人等との交流事業の実施
・多言語での情報提供や相談窓口の開設

普段の活動

市民フェスタでは
・本格中国茶おふるまい
・国際交流体験

☎ 0191-34-4711

Ｔシャツワークショップの様子

選り取り見取りの多肉植物

加藤鉄平From

千厩
入社１年目で脳腫瘍が見つかり帰郷。
以来、半自給自足の生活を目指し、
自然農畑に没頭しながら各種アート
活動を展開。「せんまや本町アート
フェスティバル」等のイベントや、
コラボ活動も多数手がけています。

・アートイベント開催
・アート企画への協力
・自然農による野菜作り

普段の活動

市民フェスタでは
・Tシャツワークショップ
・物販(多肉植物、アート作品他)

☎ 080-6006-3120

雑貨チームはログハウスで作業

オイカワデニムの生地を使った鞄

一般社団法人ほまれの会ラボーレペコラ
From

室根
「みんなで創る福祉の庭園」として、
山林を開拓して現在進行形で整備を
進めている空間「ペコラビレジ」。
空間内ではグループホームや就労継
続支援Ｂ型事業所「ラボーレペコ
ラ」を展開しています。

・農作物の生産、ペコラビレジ整備作業
・総菜の製造と販売(道の駅むろね等)
・服飾雑貨の製造と販売
・グループホーム、相談支援事業所の展開

普段の活動

市民フェスタでは
・自家生産野菜を用いた総菜の販売
・手作り服飾雑貨などの販売

☎ 0191-65-2186

渾身のマジック披露中…！

ちびっこに大人気のバルーンアート

一関マジックの会All

一関
マジックの修練とマジック等の講演
で子どもも大人も楽しんで心豊かに
なっていただくことを目的に活動中。
市町村の各種イベント参加の他、福
祉施設等の慰問活動も行っています。

・毎月１回の例会（原則として第３月曜日）
・市町村のイベント出演
・福祉施設等への慰問活動
・他団体とのコラボ出演

普段の活動

市民フェスタでは
・マジックの披露
・バルーンアート
（創作体験とバルーンアートプレゼント）

☎ 0191-21-0148 (事務局・小山)

不定期開催の「０円市場」

「ありがとう」が飛び交う市場内

「０円市場」実行委員会All

一関
合言葉は「奪い合う世界から、分か
ち合う世界に」。お金を媒体とせず、
手放すことでモノを活かし、必要と
している人に手渡すことで、人と人
が気持ちよく繋がるコミュニティの
創造を目指し、活動しています。

・「０円市場」の開催
・「０円ショップ」への参加呼びかけ
・facebookなどでの発信

普段の活動

市民フェスタでは
・「０円市場」の開催
・「ありがとう」と「ありがとう」のステキ

なコミュニティを展開する

☎ 070-5326-8118(事務局・岩渕)

ヤギ２頭と一緒に梅の剪定中

やぎミルク石鹸は手作業で…

ななちゃんの会From

藤沢

地域内の草刈り問題をきっかけに飼
い始めたヤギ。このヤギのミルクを
活用した石けん作りなどをはじめ、
ヤギを介した地域の活性化と交流促
進を図っています。

・ヤギのミルクで肌に優しい石けん作り
・ヤギと一緒に梅畑の草刈り、剪定
・ヤギが除草した梅畑の梅で梅干し作り

普段の活動

市民フェスタでは
・手作りヤギミルク石けんの販売
・自家製梅干しの販売

☎ 0191-63-4390(代表・小野寺)

教育旅行生と田植え作業

民泊スキル向上のための講座

いちのせきニューツーリズム協議会
All

一関
地域資源を活かした教育旅行及び着
地型観光による交流人口の拡大と、
それによる地域活性化を目指し、農
村体験の機会を提供する窓口として
活動しています。

・修学旅行等の教育旅行の受入れ
・受入れ農家に向けた研修機会等の提供
・着地型観光メニューの開発・提供
・⺠泊施設「またきたい」の展開

普段の活動

市民フェスタでは
・ゴーカート体験

☎ 0191-82-3111

DONATE

「いちのせき市民フェスタ」の最大の趣旨は、広く市民のみなさまに「市内にこんな活動をしている人たちがいた「市内にこんな活動をしている人たちがいた「市内にこんな活動をしている人たちがいた「市内にこんな活動をしている人たちがいた
んだ！」んだ！」んだ！」んだ！」と知っていただくこと。当日会場に足を運ぶことができない方にも、そんな気づきをご提供できるよう、今年
度の市民フェスタ参加団体の活動概要をご紹介します！ (※順不同／非営利・民間主導の団体を中心に)

※掲載しているＱＲコードは、機種によって読み込めない場合があります。ご了承ください。

＜ 参加団体 活動概要 ご紹介 ＞

DONATION BOX 設置します！
活動を応援したい団体に、1111口口口口100100100100円の寄付円の寄付円の寄付円の寄付をすること

ができる「「「「ドネーションＢＯＸドネーションＢＯＸドネーションＢＯＸドネーションＢＯＸ」」」」を会場内に設置します。実際
にブースで交流し、「今後の活動を応援したい」と共感し
た団体へ、ささやかな「「「「エールエールエールエール」」」」を送りましょう。
※全ての参加団体がドネーション対象ではありません。

100円とエールカードを交換。
エールカードを応援したい
団体のＢＯＸに入れてね。
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しおりやキーホルダーが作れます！

小さな子どもも夢中になります

草っぽの会From

花泉
押し花を使用した雑貨等の制作・販
売や、押し花体験の機会を提供して
います。押し花を通じて、地域イベ
ント等の盛り上げの一助を担えるよ
うな活動を心がけています。

・制作を通した会員間の交流
・受注品の制作
・地域イベント等への参加

(押し花体験会等)

普段の活動

市民フェスタでは
・押し花を使用した雑貨等の展示
・押し花を使用した雑貨制作体験会

☎ 080-6009-0994(佐藤)

狩猟時はオレンジジャンバー

絶品の鹿肉ソーセージ

西磐猟友会From

西磐
⻄磐井郡エリアの野生⿃獣の保護及
び狩猟の適正化を図るとともに、自
然環境の保護活動等にも取り組んで
います。一緒に活動してくれる仲間
を随時募集しています！

・野生⿃獣の保護・管理
・⿃獣捕獲等の担い手確保・育成
・地域環境の保全及び有害⿃獣の捕獲等
・野生⿃獣の生態及び生育状況等の調査研究

普段の活動

市民フェスタでは
・鹿肉ソーセージ販売
・おにぎり販売
・仲間募集の呼び込みと活動紹介

☎0191-21-8438(農林部農地林務課内)

放課後等デイサービス「リトル・ピース」

おやこ広場「てって」

特定非営利活動法人 響生From

千厩
障がいのある方とそのご家族が、地
域で安心して豊かに暮らしていける
ための支援を行うとともに、地域の
方や様々な機関と連携・協働しなが
ら、誰もが自分らしく生きていける
社会の実現を目指し活動しています。

・放課後等デイサービス「リトル・ピース」
の運営（千厩町奥玉にて）

・おやこ広場「てって」の運営
（千厩保健センター２Fにて）
・まちづくりに関する事業

普段の活動

市民フェスタでは
・活動紹介(展示)

☎ 0191-56-2690

菜の花の播種会＠河川緑地

山野草を使用した清庵ミニ弁当

清庵の里From

一関

「一関に過ぎたるものは、時の太鼓
と建部清庵」と謡われる建部清庵の
偉業を顕彰しながら、山野草などを
使った地域経済の発展に資すること
を目的に活動中。会員募集中です！

・建部清庵の顕彰活動
・地産食材を使った食品開発や加工・販売
・清庵Café等の開催
・⻘少年育成事業

普段の活動

市民フェスタでは
・物販

(清庵ミニ弁当、清庵もち、桑茶、菜種油等)
・活動紹介

☎ 0191-23-3434(一関商工会議所内)

「秋まつり商工フェスタ」にて

太鼓で人生が変わった会員ばかり

室根創作太鼓 鼓From

室根
生活に張り合いを持たせる「趣味」。
中高生などの若い世代に、その選択
肢の一つとして「和太鼓」を認識し
てもらえるよう、創作太鼓を通して
その魅力を伝えています。

・専用会館での練習(毎週火曜20時〜)
・地域イベント等での披露

普段の活動

市民フェスタでは
・創作太鼓の演奏
・「和太鼓体験ワークショップ」の開催

和太鼓を叩いてみることができます！

☎ 080-6001-4606 (会⻑：小山)

コリコリとした食感がやみつきに！

Ｂ級グルメイベントでも活躍中

いちのせきハラミ焼きなじょったべ隊
From

室根
「いちのせきハラミ焼き」を通して、
一関を全国に広く紹介・宣伝し、一
関の良さを広めていくとともに、
「地域をもっと元気にしたい！」を
モットーに活動しています。

・いちのせきハラミ焼きのイベント出展活動
により一関をＰＲ

・いちのせきハラミ焼が地域で広く親しまれ
るよう、市内登録店での販売

普段の活動

市民フェスタでは
・いちのせきハラミ焼きの販売
・活動紹介

☎ 0191-64-2847(室根市⺠センター内)

マルシェにも出店しています♪

子どもたちも参加する地区会

生活クラブ生活協同組合岩手一関支部
All

一関
子どもたちにこの世界をきちんと手
渡していくためのサスティナブル(持
続可能)な生活を大切にしている生協
です。添加物・遺伝子組み換え作
物・環境ホルモンなどに配慮した安
心安全な生活品をお届けします。

・生産者との繋がりを大切にする学習会
・牛乳のレンネット実験教室
・石鹸カフェ
・地区会(一関・山目・赤萩・萩荘・南・花泉)

普段の活動

市民フェスタでは
・ナチュラルお掃除クイズ（プレゼントあり)
・こねこねせっけんワークショップ
→アロマやハーブでオリジナルせっけん制作

☎ 0197-24-3320

樹上にぶら下がって作業中…

樹上からの眺めがたまりません♪

TREE SUPPORT 木助From

一関
管理のできなくなった敷地林やいぐ
ね、庭木など「身近な樹木の困りご
と」に関する相談に対応し、ツリー
クライミングの技術を用いた支障木
等の剪定、伐採作業を行っています。

・支障木等に関する相談対応
(選択肢の共有、マッチング)

・ツリークライミング技術を用いた各種作業
(支障木等の剪定、伐採作業、その他)

普段の活動

市民フェスタでは
・活動紹介(動画上映、道具の展示等)
・ロープワークや軽い実演等

☎ 080-1841-1800(佐々木)

受託作業の真っ最中(就Ｂ)

生活介護事業所の様子

特定非営利活動法人レスパイトハウス・ハンズ
From

一関
障がいを持つ人やその家族に対し、
地域生活を営む上で必要な支援及び
社会参加を促進するための総合援助
を行うとともに、すべての人が豊か
に健やかに安心して暮らせる地域社
会の実現に向けて活動しています。

・各種福祉サービス事業の展開
(生活・居宅介護、就労継続支援B型、短期
入所、児童発達支援、NPO中間支援・地域
づくり、若者の就労支援 等)

普段の活動

市民フェスタでは
・ドリップコーヒー販売
・季節の展示会
・お楽しみ縁日

☎ 0191-63-4390(代表・小野寺)

いちのせき市民フェスタ２１ 参加団体紹介

「くつえらび教室」やってます！

ハンドメイド雑貨は種類豊富

Venus club一関

「つながる・広がる」がコンセプト。
イキイキとがんばる女性同士がつな
がり、地域に新しい風を吹き込む
きっかけをつくろうという趣旨のも
と設立した会員制の会です。

・会員交流会、イベント、勉強会等の開催
・マッチングサービス
・相談窓口〜企業相談〜
・サポート企業による講座開催機会提供等

普段の活動

市民フェスタでは
・ハンドメイド うすげdeいちば

(一閑張り、アクセサリー、トートバック、
手ぬぐいバッグ、布小物販売)

☎ 090-7079-7606((有)東⻄不動産ホーム内)

その他 参加組織・企業・事業者
1 ＫＣＳセンター一関 (姿勢チェック体験会)
2 ピタゴラミン一関校 (小学生を対象にした無料プログラミング体験会)
3 保育園ゆいま〜る (家庭的保育所の紹介、絵本読み聞かせ、おさがり広場、手づくり体験コーナー)
4 Liberal (カヤック体験、キッチンカーでのしゅうまい販売)
5 韓国料理サラン (韓国料理(キンパ、タッカンジョン等)や雑貨の販売)
6 Vege fruハーモニー (無添加オリジナルドレッシング等の試食＆販売)
7 岩手県一関児童相談所 (「里親制度」の紹介コーナー、子ども向け遊びコーナー)
8 県南広域振興局一関保健福祉環境センター (ミニ手話体験会、バリアフリー体験コーナー等)
9 花泉観光開発株式会社 (花と泉の公園：テラリウム・ハーバリウム等の体験、軽食販売)

※順不同。( )内はブースで展開予定の内容

カヤック体験をプールでやるよ！

1 「造形おじさん」こと菅原順一さん (身近な材料で作る造形コーナー)
2 千厩まちづくり株式会社 (「どん(ポン菓子)」実演会 ※ポン菓子機の出張実演)
3 有限会社好観堂 (「出張！ふるいモノ・なつかしいモノ 鑑定アドバイス会」)

主催者企画 参加・協力者(事業者)

ＰＣでプログラミング体験も

※順不同。( )内は協力企画内容

ひびきFrom

一関
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