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東松島市

１月１５日（日）野蒜北部丘陵振興協議会顔合せ会が開催され

ました。野蒜ケ丘地区では現在、９月からの地区自治会運営に

向けて準備が進められています。今回の顔合せ会では、野蒜ケ

丘にお住まいになる住民の皆さんが自治会でどんなことをした

いかを中心にワークショップを行いました。住民の皆さんから

は「スポーツ大会がやりたい！」、「お茶会を開いてほしい」、

「高齢者の方の見回りが必要」など様々な意見が出され、活気

ある顔合わせ会となりました。今回皆さんから頂いた意見をも

とに、第

いく予

まちづくりが行われています。

野蒜北部丘陵振興協議会副会長、東松島市消防団広報部長

また、仕事のかたわら県外に講演に行かれるなど、日々忙しく過ごされているパワ

フルで素敵な

東松島市

私たち復興まちづくり推進員が、東松島市で行っている活動を、市内外の皆様に幅広く知って

頂き、共に歩んでいくために、『東松島市復興まちづくり推進員だより』を毎月発行しています。

復興まちづくり推進員だより
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とに、第 2 回目の顔合わせ会では具体的な地区割りを検討して

いく予定です。野蒜ケ丘地区は住民の皆さんの声が活かされた

まちづくりが行われています。

野蒜北部丘陵振興協議会副会長、東松島市消防団広報部長

また、仕事のかたわら県外に講演に行かれるなど、日々忙しく過ごされているパワ

フルで素敵な部会長さんでした…これからの野蒜がとても楽しみですね
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１月２４日（火）新年を迎えて最初のママサロンは、今

年の抱負・やってみたいことについてのワークショップを

行いました。「時間を見つけて子どもに喜ばれるような小

物作りなどを

どに出かけたい」などの意見が

東松島の復興の様子やまちづくりへのお話をし

関心の高さが

仙台弁かるたを行い、推進員の読み上げる流暢な方言に笑

いながら、かるた取りを楽しみました。
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 12 月

による、住民の交流の場づくりとして「おしゃべり

カフェ」が開催されました。第

みなさんの自己紹介を行い、顔馴染みの方や従前地

区が同じだったりと、久しぶりの再会に皆さん会話

が弾みました。第

お茶を飲みながら、カラオケをしたり、音楽に合わ

せて体を動かしたりと、気持ちや体をリフレッシュ

できる場となりました。
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関心の高さが感じられ

仙台弁かるたを行い、推進員の読み上げる流暢な方言に笑
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できる場となりました。
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年の抱負・やってみたいことについてのワークショップを

行いました。「時間を見つけて子どもに喜ばれるような小

して楽しみたい」「子どもと積極的に行事な
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られました。

仙台弁かるたを行い、推進員の読み上げる流暢な方言に笑
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従前地区にお住まいの方
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やケーキなどで、

レクレーションにビンゴ

一喜一憂し大いに

集会所に飾られた

が行われました。初めて
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お茶を飲みながら、カラオケをしたり、音楽に合わ

せて体を動かしたりと、気持ちや体をリフレッシュ

できる場となりました。 

１月２４日（火）新年を迎えて最初のママサロンは、今

年の抱負・やってみたいことについてのワークショップを
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東松島の復興の様子やまちづくりへのお話をし
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仙台弁かるたを行い、推進員の読み上げる流暢な方言に笑

いながら、かるた取りを楽しみました。 

般社団法人東北圏地域づくりコンソーシアム

   東松島市復興まちづくり推進員

事 務 所：東松島市矢本字河戸

電 話：0225-90

〜復興まちづくり推進員事務所のご紹介〜

※当法人は東松島市復興まちづくり支援業務を東松島市より受託しております。
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