
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遂に DVDDVDDVDDVD が完成しました！ 

皆様のご協力有難うございます。2 月 5 日（日） 

の試写会では、あらためて「酒まんじゅう作り」 

の楽しさが映像を通して感じることができました。 

 

  作ってみよう！ 

公所
ぐ ぞ

の「酒まんじゅう」 

ご希望の方に DVD 配布します。 

なお、製作協力金として 

1 口千円以上をお受けしています。 
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○○○○4 月からの邦画サロンスケジュール 

  毎月、第 3 水曜日、13：20 に上映します。  

 

■ 第 13 回 なんプラ映画サロン 

“お嬢さん乾杯” 90 分 昭和 24 年作 

4 月 18 日（水）13：20 上映、於：公所自治会館ホール 

新藤兼人の脚本を木下恵介が監督した作品です。 

原節子、佐野周二、佐田啓二が出演。没落する華族の貧し 

い生活を救おうとお金持ちの男と婚約したが．．． 
 

年内のスケジュールは次のとおりです。 

⑬ ４月１８日   お嬢さん乾杯   木下 恵介  

⑭ ５月１６日  警察日記      久松 静児  

⑮ ６月２０日  陽のあたる坂道   田坂 具隆  

⑯ 7 月１８日  浮  雲       成瀬巳喜男  

――――    ７月は午前１０時の上映となります。７月は午前１０時の上映となります。７月は午前１０時の上映となります。７月は午前１０時の上映となります。    －－－－    

⑰ 9 月 19 日    あの夏、いちばん静かな海  

北野   武  

⑱ 10 月 17 日  午後の遺言状    新藤 兼人  

⑲ 11 月 21 日銀領の果て      谷口 千吉 

新年の集いから 

（2012年定期総会だより）    
 

３月４日（日）10：30 から公所自治会館において 

新年の集いを開きました。２０１１年度の事業及び収

支報告が行われ、続いて２０１２年度の事業計画及

び予算案の承認を行いました。主な報告事項では

●人材ネットワークサービスを２９件実施し、延７８

人が参加したこと。●なんプラ邦画サロンは９回目

を迎え計７回開催されたこと、●公所の酒まんじゅう

作の講習会と DVD を完成したこと、●約 77 万円余

の繰越ができたことです。 

今年度は、「たまり場作り」と「人材ネットワークサ

ービス」を軸として事業をすすめること。併せて、こ

れらの事業を進める財政基盤作りを目的に認定法

人化（寄付行為を受けやすくする）を志向することに

なります。また、地域のふれ合いと絆づくりとして、

「邦画サロン」の継続と「おしゃべり会：新ホームサロ

ン」を開きたいと思います。軽食を頂きながらコミュ

ニケーションを楽しみ、12：30 終了しました。皆様の

ご支援、宜しくお願いします。 

―ふれあい コーヒーショップ ー 

カフェ・ド･スプリング 開きま～す 

■ とととと    き：５月き：５月き：５月き：５月３，４，５３，４，５３，４，５３，４，５日（木，金，土）日（木，金，土）日（木，金，土）日（木，金，土）    

    

 

 

 

    

           各各各各    ￥￥￥￥100100100100----（（（（珈琲のお代わりできます珈琲のお代わりできます珈琲のお代わりできます珈琲のお代わりできます））））    

午前午前午前午前 10101010：：：：00000000～～～～15151515：：：：30303030    

■ ところ：シャロームつきみ野のお庭ところ：シャロームつきみ野のお庭ところ：シャロームつきみ野のお庭ところ：シャロームつきみ野のお庭    

下鶴間下鶴間下鶴間下鶴間 215215215215、でんわ、でんわ、でんわ、でんわ 046046046046----4122412241224122    境川沿い境川沿い境川沿い境川沿い    

■ 主主主主    催催催催：：：：NPONPONPONPO 法人法人法人法人シニアネットワークさがみシニアネットワークさがみシニアネットワークさがみシニアネットワークさがみ    

■ メメメメニュー：コーヒー＆手作りケーキニュー：コーヒー＆手作りケーキニュー：コーヒー＆手作りケーキニュー：コーヒー＆手作りケーキ    

各各各各￥￥￥￥100100100100----    

≪ボランティア募集≫≪ボランティア募集≫≪ボランティア募集≫≪ボランティア募集≫    

◎ 接待及びコーヒードリップ係 若干名 

   ◎ 9：30～15：30 お昼の軽食付き（半日も可）  

≪手作り展示、販売募集≫≪手作り展示、販売募集≫≪手作り展示、販売募集≫≪手作り展示、販売募集≫    

◎石鹸、アクセサリー、絵画、有機野菜など 

★申込みは、★申込みは、★申込みは、★申込みは、4444 月月月月 28282828 日（土）までに日（土）までに日（土）までに日（土）までに NPONPONPONPO 法人法人法人法人        

なんプラ事務局へなんプラ事務局へなんプラ事務局へなんプラ事務局へ        TelTelTelTel：：：：046046046046----208208208208----3388338833883388    



 

 

≪≪≪≪人材人材人材人材ネットワークサービスネットワークサービスネットワークサービスネットワークサービス    のののの動動動動きききき≫≫≫≫    

■■■■    3333～～～～4444 月月月月のののの活動活動活動活動    

①T 家の庭木の伐採作業に終日 3 名で伺いました。 

②水道の老朽化による水漏れの点検に伺い、専門業者

の支援を求めるようアドバイスを行いました。 

  ③会員による安全な野菜作りのための候補地探しと交 

渉。 

■ 4 月からのサービス料金について 

 なんプラでの人材ネットワークサービスは、会員のもつ

様々な技能や技術、知恵を皆様の必要に応じた人材の

力をお互いに分け合い援けあう非営利活動の団体です。

活動から産まれた収入の 20％と会員の年会費 500 円／

人を団体の事業費として賄っております。 

 4 月 1 日から標記料金を次のように改定いたしますので

ご了承いただきますようお願いいたします。 

  ・会員 ￥800／ｈ ・非会員（一般） ￥1,000／ｈ 

  （日数や人手、工具を要する場合は、お見積もりの上の 

ご相談となります） 

 

■    被災地被災地被災地被災地／／／／気仙沼気仙沼気仙沼気仙沼からのからのからのからの来信来信来信来信    

NPO なんでもプラス地域ネット 今井様 

めぐろの SUN まつりでは、大変お世話になり有難うござ

いました。私自身は初めての参加でしたが目黒区をはじめ

関係各所様のご支援ご協力、お祭りに感激して帰ってまい

りました。さて、その際に譲渡いただきました軽トラックです

が昨年の 10 月 20 日付で（社団）気仙沼復興協会名義に変

更させていただきました。 

幣団体は緊急雇用創出事業の予算配分を受け、気仙沼

市が実施する震災対応分野の業務を受諾する形で活動さ

せて頂いております。清掃部は作業道具の運搬、瓦礫、被

災ゴミの運搬などの活動を行うにあたり運搬車両は欠かせ

ないものとなっておりました。しかし、震災貨物車両の蒐集

が困難で、団体としても悩みの一つでありました。その折、

まさに今必要としておりましたご支援を頂き協会スタッフ一

同感謝いたしております。 

現在も、被災した家屋の泥だしや、側溝清掃、農耕地の

清掃などの活動を行っており、頂きました軽トラックは、日々

の活動に」ありがたく活用させていただいております。ご支

援、ご協力を頂いておきながらその後のご報告を怠ってしま

い、大変失礼いたしました。幣団体として、気仙沼の復興に

少しでも寄与できるよう微力ながら活動する所存でございま

す。まだまだ寒い日が続くようでございますので、お体をご

自愛くださいませ。遅ればせながらご報告とさせていただき

ます。ありがとうございました。        2012.2.10 

一般社団法人 気仙沼復興協会 事務局長  
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さようなら 大谷なんプラ農園！ 

3 年余に亘り精魂こめて有機野菜作りを楽しませてい 

ただいた農園は 3 月一杯で引き上げることになりました。 

大谷 語様には野菜作りの知恵を計り知れない程沢山 

いただき、お蔭様で立派な野菜の収穫を悦びあうことが 

できました。野菜作りの会員 20 人に代わって衷心より感 

謝と御礼を申し上げます。ほんとに有難うございました。 

このたびは事情により、残念ながらなんプラ農園は閉 

園いたしましたので、会員の皆様にお知らせいたします。 

なお、今後も安全な野菜作りを続けられるための新天地を

求めて参りますので宜しくお願いします。 

 

■ おしゃべり会を始めます 

   始めの一歩は「シャロームつきみ野」さんで始めの一歩は「シャロームつきみ野」さんで始めの一歩は「シャロームつきみ野」さんで始めの一歩は「シャロームつきみ野」さんで    

  5555 月月月月 24242424 日日日日 14141414：：：：00000000～～～～16161616：：：：00000000    

  ちょっぴり身体を動かしたり、普段の想いを気軽に語り合いませんか 

出入り自由、予約不要、直接お出かけください、お茶代未定  

■ 酒まんじゅう作り講習会 

  ・・・・7777 月月月月 22222222 日（日）日（日）日（日）日（日）13131313：：：：00000000～～～～11116666：：：：00000000        公所コミセンにて公所コミセンにて公所コミセンにて公所コミセンにて    

・材料費：500 円（お持ち帰りを含む）、定員 15 名 

・申込みは事務局へ  定員になり次第締め切ります。 

（前種を仕込みたい方は事前にご相談ください） 

 

■ 法人の役員が代わりました 

 3 月 4 日の総会で役員について、次のとおり承認されました。 

●新役員：沢田耕太郎（新）、渡辺 正（新）、谷島 勝、 

菊地京子、末廣光宏、瀧本治行，今井 功 

以上 7 名理事、監事 山本恭子。 

●退 任：小林隆三、沢田容子、横井葉子以上理事 3 名 

        監事 渡辺 正（新理事へ） お疲れ様でした。 

 

≪≪≪≪    あとがきあとがきあとがきあとがき    ≫≫≫≫    

・3.11 から早や 1 年を経過して、あらゆる意味において生活環境は劣化してい

るように思います。人と人との絆をしっかりつくり、何があっても大らかで笑顔

で居られる街づくりが待たれていると思います。大変地味ですが「なんでもプ

ラス地域ネット」の想いを育てて行きたいものです。 

・今年度の年会費納めてくださいますようお願います。 

・なんプラ新聞第 21 号から E メールによる PDF 配信を始めました。 

 

気仙沼で活躍する軽トラ気仙沼で活躍する軽トラ気仙沼で活躍する軽トラ気仙沼で活躍する軽トラ    ：：：：    気仙沼復興協会提供気仙沼復興協会提供気仙沼復興協会提供気仙沼復興協会提供    

 


