
日時 内容 対象 場　　所

亘理こどもサポート【寺子屋いちごっこ】

スタート　毎週月水金3回開催
地域小中学生 当施設

社労士打合せ及び指導（月1回開催） 事務局 当施設

　2日 亘理町被災者支援課ヒアリング 被災者支援課班長、傾聴担当者 亘理町役場

大谷地地区【おらほの食卓】 地域住民 大谷地復興住宅

韓国語講座～にっこりまっこり～開催 地域住民 当施設

手作りサークル（以降概ね月2回開催） 復興住宅重身を中心とした地域住民 上浜街道復興住宅集会所

スタッフミーティング スタッフ 当施設

9日 （公財）ベネッセこども基金ヒアリング訪問 当スタッフ 当施設

10日 さをり織教室（以降概ね月2回開催） 地域住民 当施設

いちごっこおらほ（以降概ね月2回開催） こども＋おとな 当施設

県南浜街道ワークショップ 仙南域事業者 岩沼市民センター

15日 早川地区【おらほの食卓】 地域住民 早川地区公会堂

 17日 CTVC　山崎さま打合せ 事務局 散歩道

20日 南北城東区合同【おらほの食卓】 地域住民 上浜街道復興住宅集会所

21日 おたのしみサロン～そば打ち 地域住民 西木倉復興住宅集会所

～22日 大食欲祭り参加 一般 勾当台公園

23日 ボランティアスタッフ・ミーティング ボランティアスタッフ 当方施設

26日 お茶のみヨガサロン 地域住民 浅生原復興住宅集会所

～30日 県庁ロビー販売 一般 宮城県庁ロビー

27日 運営スタッフ・ミーティング（月1～2回開催） 理事・事務局 当施設

こどもサポート・サロンミーティング スタッフ 当施設

いちごっこおらほ こども＋おとな 当施設

29日 亘理町生活支援協議体ミーティング 代表 亘理町役場西会議室

10月　1日 やまもと地域交流まつり 地域住民 山元町体育館

4日

～6日
仙台駅前物産展参加 一般 仙台駅中央コンコース

5日 3地区お茶サロン 地域住民 上浜、野地、西木倉住宅集会所

5,19日 手作りサークル 復興住宅重身を中心とした地域住民 上浜街道復興住宅集会所

7日 社労士打合せ 事務局 当方施設

8日 Ｌｏｖｅ　Ｌｉｖｅ　ランチコンサート 地域住民 当施設

11日 大谷地地区【おらほの食卓】 地域住民 大谷地復興住宅集会所

12日 いちごっこおらほ こども＋おとな 当方施設

15日

～16日
宮城まるごとフェスティバル参加 地域住民 勾当台公園

18日 ボランティアスタッフ・ミーティング ボランティアスタッフ 当施設

19日 レストランスタッフ・ミーティング レストランスタッフ 当施設

20日 ロイヤルパーク、キリンビアポート商品紹介 事業所 各店舗

21日 Halloween Party 寺子屋生他 南町地区、及び集会所

23日 亘理町商人まつり参加 地域住民 亘理町商店の通り

24日 お茶のみヨガサロン 地域住民 浅生原復興住宅集会所

25日 南北城東区合同【おらほの食卓】 地域住民 上浜街道復興住宅集会所

26日 いちごっこおらほ こども＋おとな 当施設

27日 ヨガサロン開催 地域住民 浜吉田北区集会所

29日 腹話術サロン 地域住民
午前　大谷地復興住宅集会所

午後　上浜街道復興住宅集会所

2016年度　第6期定例総会開催 理事及び正会員 当施設

南町北区芋煮会 地域住民 当施設

11月　1日 日本政策金融公庫打合せ 日本政策金融公庫・仙台

2.16日 手作りサークル 復興住宅重身を中心とした地域住民 上浜街道復興住宅集会所

７日 サロンスタッフミーティング サロンスタッフ 当方施設

　9日 いちごっこおらほ こども＋おとな 当方施設

11日 理事会 理事、事務局 当方施設

12日 JAまつり出店 地域住民 JA吉田選果場

13日 亘理復興マラソン出店 マラソン参加者 佐藤製線グランド

14日 おたのしみサロン～そば打ち 地域住民 一本松集会所

17日

～18日
宮城県庁ロビー販売 宮城県庁職員他 県庁１Fロビー

19日

～20日
神戸　秋の手づくり市 神戸市民 神戸

20日 山元ふれあい産業まつり出店 地域住民 山元町役場敷地

南北城東区合同【おらほの食卓】 地域住民 上浜街道復興住宅集会所

餃子サロン試作会 講師＋スタッフ 当方施設
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お茶のみヨガサロン 地域住民 浅生原復興住宅集会所

23日 JAふれあいセンター出店

27日 ヨガサロン開催 地域住民 浜吉田北区集会所

30日 いちごっこおらほ こども＋おとな 当方施設

12月　1日 亘理こどもサポートミーティング 関係スタッフ 当方施設

2日 サロンスタッフミーティング サロンスタッフ 当方施設

3日 フライヤー打合せ ジオングラフィック 当方施設

6日 社労士打合せ 関係スタッフ 当方施設

7日 亘理小学校ヒアリング 小学校

手作りサークル 復興住宅重身を中心とした地域住民 上浜街道復興住宅集会所

NHK取材（～24日）

17日 カリタス原町落成式代表参加 カリタス原町ベース

19日 浅生原ヨガサロン 山元被災住民 つばめの森西集会所

20日 亘理町教育委員会　教育長ヒアリング

21日 上浜ヨガサロン 被災住民他 上浜街道復興住宅集会所

西木倉クリスマス会 被災住民他 西木倉復興住宅集会所

亘理こどもサポート　クリスマス会 寺子屋参加児童生徒他 南町集会所

23日 福岡工業大学城東高校生ボランティア来亘理

24日 亘理　Home Coming Day開催 地域内外交流事業 亘理町中央公民館

27日 亘理こどもサポート　スタッフミーティング サポートスタッフ 当方施設

29日～ 年末年始休暇

2017年

1月　5日
新年仕事始め

11,25日 いちごっこおらほ開催（夕食会） 寺子屋及び地域住民 当方施設

12日 東北復興局ヒアリング

13日 社労士打合せ 事務局・運営スタッフ 当方施設

18日 手作りサークル 復興住宅重身を中心とした地域住民 上浜街道復興住宅集会所

19日 亘理こどもサポート　スタッフミーティング サポートスタッフ 当方施設

23日 浅生原ヨガサロン 山元被災住民 つばめの森西集会所

24日 まなびの森見学 こどもサポートｽﾀｯﾌ まなびの森

25日 世田谷こどもほっと見学 世田谷こどもほっと

26日 世田谷本庁、教育委員会ヒアリング 世田谷区

28日 世田谷子育てメッセ 世田谷区硲総合支所成城ホール

29日 NPO法人プレーパークせたがや見学 世田谷プレーパーク

30日 まなびの森と打合せ こどもサポートｽﾀｯﾌ 当方施設

31日 困窮者支援法に基づく事業申請プレゼン まなびの森代表・代表 宮城県庁

㋁　1,15日 手作りサークル 復興住宅重身を中心とした地域住民 上浜街道復興住宅集会所

2日 NPO法人キッズドアヒアリング

4日 キッズドア小学生アクティヴィティ英語見学

6日 Tre打合せ 代表 当方施設

8日 社労士打合せ 事務局・運営スタッフ 当方施設

8日 上浜お茶のみヨガサロン 被災住民他 上浜街道復興住宅集会所

18日 アートりんごキッチン開催 地域住民 当方施設

21日 逢隈中学校ヒアリング 逢隈中学校

22日 いちごっこおらほの食卓開催 こども 当方施設

亘理町教育委員会ヒアリング 中央公民館

ヨガお茶のみサロン 地域住民 浜吉田北公会堂

24日 JICA被災地域研修 アジア研修生 当方施設

25日 さをり織教室開催 地域住民 当方施設

27日 ヨガお茶のみサロン 地域住民 山元町つばめの森西集会所

28日 おらほの食卓開催 地域住民 上浜街道復興住宅集会所

3月　1日 手づくりなんでもサークル 地域住民 上浜街道復興住宅集会所

8日 いちごっこおらほの食卓開催 こども 当方施設

9日 上浜お茶のみヨガサロン 地域住民 上浜街道復興住宅集会所

11日 さをり織教室開催 地域住民 当方施設

15日 手づくりなんでもサークル 地域住民 上浜街道復興住宅集会所

18日 アート・さくらキッチン開催 地域住民 当方施設

21～30日 亘理こどもサポート会員3者面談開催 寺子屋会員親子 当方施設

22日 サロンスタッフ・ミーティング ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽﾀｯﾌ他 当方施設

23日 ヨガお茶のみサロン 地域住民 浜吉田北公会堂

24～25日 地域共生実地研修 代表他 新潟・石川・富山各施設

22日

14日

22日

代表

代表 キッズドア

23日



日時 内容 対象 場　　所

第７期　2016年度事業報告
2016年　9月～2017年　8月期

25～27日 中学生勉強合宿 中学生希望者 吉田公民館、野地集落センター

27日 ヨガお茶のみサロン 地域住民 山元町つばめの森西集会所

28日 おらほの食卓開催 地域住民 上浜街道復興住宅集会所

30～31日 小学生交流合宿 小学生希望者 吉田公民館、野地集落センター

31日 みんなありがとうの会 亘理こどもサポート在籍性及び卒業生、学生 野地集落センター

4月　5日 手づくりなんでもサークル 地域住民 上浜街道復興住宅集会所

6日 こどもサポートミーティング スタッフ 当方施設

サロンスタッフミーティング ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽﾀｯﾌ他 当方施設

寺子屋ミーティング
学生主要メンバー

スタッフ
当方施設

8日 ポニーキャンプin亘理2017打合せ

ヨガお茶のみサロン 地域住民 上浜街道復興住宅集会所

宮城県教育課・社会福祉課ﾋｱﾘﾝｸﾞ 代表 宮城県庁

宮城県絆力補助事業説明会参加 代表 宮城県庁

15日 腹話術お茶サロン 地域住民 上浜街道復興住宅集会所

19日 手づくりなんでもサークル 地域住民 上浜街道復興住宅集会所

20日 おらほの食卓 地域住民 当方施設

21日 亘理山元商工会総会 地域事業者 悠里館視聴覚ホール

亘理町子ども未来課ﾋｱﾘﾝｸﾞ 代表 亘理町役場子ども未来課

ヨガお茶のみサロン 地域住民 山元町つばめの森西集会所

25日 おらほの食卓 地域住民 上浜街道復興住宅集会所

ヨガお茶のみサロン 地域住民 浜吉田北公会堂

FMあおぞら出演 代表 FMあおぞらスタジオ

28日 不登校生徒学習指導スタート こどもｻﾎﾟｰﾄｽﾀｯﾌ 当方施設

5月　3日

～6日
いちごっこキッチン【散歩道】臨時休業

9日 楽らく茶のみスタート 浜吉田地区住民他 大谷地住宅集会所

10日 手づくりなんでもサークル 地域住民 上浜街道復興住宅集会所

ヨガお茶のみサロン 地域住民 上浜街道復興住宅集会所

おらほの食卓 地域住民 当方施設

12日 楽らく茶のみ 地域住民 箱根田東集会所

13日 さをり織教室 地域住民 当方施設

16日
山元町教育委員会、商工会、企画財政課、福祉課

等訪問
代表 山元町役場

17日 絵付け＆野点文化事業打合せ ｽﾀｯﾌ、ボランティアスタッフ 当方施設

19日 社労士指導 ｽﾀｯﾌ 当方施設

22日 ヨガお茶のみサロン 地域住民 山元町つばめの森西集会所

23日 楽らく茶のみ 地域住民 大谷地住宅集会所

24日 手づくりなんでもサークル 地域住民 上浜街道復興住宅集会所

25日 亘理町子ども未来課来訪 代表 当方施設

おらほの食卓 地域住民 当方施設

商工会事業指導 代表 当方施設

アート・紫陽花キッチン開催 地域住民 当方施設

ボランティアスタッフミーティング ｽﾀｯﾌ､ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽﾀｯﾌ 当方施設

復興住宅居住民食事相談 地域住民 当方施設

カシスマドレーヌ試作（サロン用） 製造スタッフ 当方施設

亘理町教育長面会 こどもｻﾎﾟｰﾄｽﾀｯﾌ 亘理町教育室

おらほの食卓withJazzConcert 地域住民 上浜街道復興住宅集会所

カシスカトルカ試作（サロン用） 製造スタッフ

商工会事業指導 総務担当スタッフ 当方施設

6月　1日 ヘルピングハンズ来訪 代表 当方施設

地域共生創造財団研修 熊本被災地支援者 当方施設

宮城県絆力補助事業プレゼン 代表 宮城県庁

7日 手づくりなんでもサークル 地域住民 上浜街道復興住宅集会所

8日 そば打ちサロン 地域住民 大谷地復興住宅集会所

社労士指導 代表 当方施設

楽らく茶のみ 地域住民 箱根田東集会所

さをり織教室 地域住民 当方施設

被災者による包丁砥ぎ出店 地域住民 当方駐車場

Welcome Party開催 寺子屋児童生徒学生 南町集会所

学生スタッフミーティング スタッフ＆学生スタッフ 当方施設

11日 地域防災訓練 地域住民 当方施設

楽らく茶のみ 地域住民 大谷地住宅集会所

南城東区区長打合せ 上浜街道復興住宅集会所

7日
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吉田地区センター所長相談打合せ 吉田地区センター

16日 宮城県絆力補助事業企画報告会 宮城県共同参画社会推進関係者・代表 宮城県庁

20日 宮城県肢体不自由児者協会より前年度報告 2名・代表 当方施設

21日 手づくりなんでもサークル 地域住民 上浜街道復興住宅集会所

22日 ヨガお茶のみサロン 地域住民 浜吉田北公会堂

南城東区町内会ミニバザー協力 地域住民 上浜街道復興住宅集会所

じんじん野点@亘理ミーティング ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽﾀｯﾌ他 当方施設

23日 保育ママ認定研修① 代表 宮城県庁広報室

24日 サロン・ボランティアスタッフミーティング ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽﾀｯﾌ4名・代表

24日 宇都宮海星学園被災地研修打合せ
高校関係者3名・代表

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽﾀｯﾌ4名

26日 ヨガお茶のみサロン 地域住民 山元町つばめの森西集会所

楽らく茶のみ 地域住民 箱根田東集会所

おらほの食卓 地域住民 上浜街道復興住宅集会所

30日 保育ママ認定研修② 代表 宮城県庁広報室

7月　1日 アート・すいかキッチン 地域住民 当方施設（散歩道・こどもｻﾎﾟｰﾄ棟）

上浜ｵｶﾘﾅ&ﾏﾘﾝﾊﾞｺﾝｻｰﾄ 地域住民 上浜復興住宅集会所

2日 浜吉田ヒアリング

3日 社労士打合せ スタッフ 当方施設

4日 亘理山元商工会モノづくりプロジェクト
コーディネーター・商工会職員・当スタッ

フ
当方施設

5日 亘理山元ブランドプロジェクト会議 地域事業所 悠里館視聴覚ホール

7日 保育ママ認定研修③ 代表 宮城県庁広報室

11日 家庭的保育事業所現場立会打合せ
役場子ども未来課職員・(株)サカモト・代

表
亘理町字亀井戸58番地

13日 2016助成　(公財)大阪コミュニティ財団報告会 代表 東京四ツ谷

14日 保育ママ認定研修④ 代表 宮城県庁広報室

17日
宇都宮海星学園中学高等学校被災地研修受入及

びサロン活動

中学高校生・地域住民

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽﾀｯﾌ・代表

上浜復興住宅集会所、西木倉復興

住宅集会所、当方施設

手づくりサークル 地域住民 上浜復興住宅集会所

チラシ配布分け ｻﾛﾝﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽﾀｯﾌ 当方施設

亘理山元商工会研修 講師（田中のり子氏）・商工会職員・代表 当方施設

アシスト・エフワン打合せ ｱｼｽﾄf1・代表・スタッフ 当方施設

亘理高校ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ打合せ 亘理高校生7名・スタッフ 当方施設

21日 地域生活支援協議体ミーティング 協議隊メンバー 亘理町役場大会議室

22～24日 ポニーサマーキャンプin亘理開催
参加小中学生・ﾊｰﾓﾆｨｾﾝﾀｰｽﾀｯﾌ・当方

ｽﾀｯﾌ
当方施設、野地集落ｾﾝﾀｰ他

ヨガお茶のみサロン 地域住民 つばめの森西集会所

通いdeスタプレ合宿　地区区長打合せ 区長、スタッフ
下茨田南集会所

町県営アパート集会所

寺子屋夏休み前最終日 小中大学生 当方施設

亘理高校ｲﾝﾀｰﾝ開始（1期～26日） 高校生2名 当方施設及び復興住宅集会所

25日 おらほの食卓 地域住民 上浜復興住宅集会所

26日
宮城県NPO等による絆力事業交付決定通知着　山元町

企画財政課、山元商工会報告

役場・商工会職員、スタンドアップ亘理代

表、代表
山元町役場、山元商工会

27日 お茶のみヨガサロン 地域住民 浜吉田北公会堂

体験キャンプ学生ミーティング
東北大学生・医科薬科生

ｽﾀｯﾌ
東北大学内教室

アイス製造 スタッフ 製造作業所

南町北区夏祭り開催 地域住民 当方施設全面開放

じんじん野点@亘理コアミーティング 当方施設　見晴

30日
じんじん野点@亘理ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽﾀｯﾌミーティング及び

会場散策
当方施設　亘理荒浜地区

31日 亘理高校ｲﾝﾀｰﾝ開始（2期～8月2日） 高校生2名 当方施設及び復興住宅集会所

8月　2日 藍の生葉染めサロン 地域住民 上浜復興住宅集会所

4日 ライブペインティング　in　見晴 地域住民 見晴

5日

らくがき段ボール　in　工房地球村

ＹＵＫＡＤＯライブペインティングin山元町

（子どもも大人も遊び隊）

地域住民
工房地球村

山元町公民館

浦和明の星高等学校被災地研修1日目 高校生8名・教員2名

亘理高校ｲﾝﾀｰﾝ開始（3期～9日） 高校生3名 当方施設及び復興住宅集会所

8日 浦和明の星高等学校被災地研修2日目 高校生8名・教員2名

9日 浦和明の星高等学校被災地研修3日目 高校生7名・教員2名

講師・地域住民

7日

13日

27日

19日

20日

24日

28日

29日



日時 内容 対象 場　　所
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17日 寺子屋スタート

19日 ＜和・木工教室＞開催

ボランティア大学生受入（～24日) 大学生 当方施設及び集会所

通いdeスタプレ合宿1日目 下茨田南集会所

22日 通いdeスタプレ合宿2日目 下茨田南集会所

通いdeスタプレ合宿3日目 上浜復興住宅集会所

宇都宮大学生受け入れ（～25日） 宇都宮大学生 当方施設

24日 通いdeスタプレ合宿4日目 下茨田南集会所

ヨガお茶のみサロン 地域住民 浜吉田北公会堂

ｻﾛﾝﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽﾀｯﾌミーティング ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽﾀｯﾌ・代表 当方施設

藤女子大学受入（～28日） 当方施設

28日 ヨガお茶のみサロン 地域住民 つばめの森西集会所

亘理まま・ぱぱサロン

　　　　　　　～チャイルドマッサージ～
地域住民（乳幼児親子） 上浜復興住宅集会所

宮城共同募金会助成説明会 仙台市民活動サポートセンター

おらほの食卓 地域住民 上浜復興住宅集会所

21日

23日

25日

29日


