(法第 26 条関係「定款変更認証申請」)
(法第 28 条関係「書類の備置き」)
(法第 29 条関係「事業報告書等の提出」)
平成 24 年度の事業報告書
平成 24 年 6 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで
特定非営利活動法人 つどい
１ 事業の成果
１ 事業の成果
平成 24 年 6 月 1 日より任意団体として事業を開始し、地域住民の自立支援事業として、地域資源
の再発見と人材育成・開発の場の提供事業と、町民活動拠点と地域間交流のサポート事業を継続的に
震災後の地域住民の自立へ向けたサポートを行った。
自発的な住民活動への意識付けと活動へのサポートとして、お楽しみ市の開催や地域イベント企画
運営への協力など地域住民主体となりうる機会をコーディネートし、各イベント行事開催となった。
ベント企画は、既存の住民グループや商工会、婦人部等震災によって活動が休止、活動機会が減少す
る等の方々と共に行い、さらにねとワークを広げる事や協力関係の構築となった。物産展への大槌の
産物提供依頼などをうけ、地元商品の発信をおこなう機会などが提供できた。
地域間交流は、町内の地域、県外や外国の方々、世代間を混ぜ合わせる機会を設けることができた。
共に震災教訓や地域の魅力等を見出す事と、その後、交流が続けられるよう対話や共同作業など通じ
意見交換する場面が効果的な学びと地元の魅力や価値の提示をすることになった。

２ 事業の実施に関する事項
(1) 特定非営利活動に係る事業
事業名(定款に記載した事業）

地域住民の自立支援事業
・地域資源の再発見と人材育成・開発の場の提供事業
・町民活動の拠点と地域間交流のサポート事業

事業内容

震災後の地域資源見直し、地域福祉の向上を図る講習会等開
催する。健康と防災意識を高める情報提供とその対策の啓発。
地域住民の交流イベント企画運営や、地区行事のサポート実
施。地域住民の支えあい構想の実施とする。地域住民の集ま
る場づくりを通して自立支援の様々な活動を展開する。

受益対象者の範囲及び人数

2750 人

事業費の金額(千円)

650

以下、詳細事業
具体的な事業内容①

① 大槌のお楽しみ市～何あんだべぇ～開催 （4 回開催）
：地域間交流、手仕事技術・情報交換
実施日時

6/3 7/15 9/9 11/11

実施場所

AMDA 健康サポートセンター駐車場、JＡ花巻大槌支店駐車
場、きらり福幸商店街

従事者の人数
受益対象者の範囲及び人数

16 人
1500 人
震災後の地域住民の再会の機会や地域ネットワークの再構築
となる。自信や価値の構築となり、暮らしに対して前向きな
力や仕事としてのスキルを確立していく。
徐々に、参加者も増えて生きがいつくりから仕事つくりへと
変化を見せる。JA 花巻支部の協力や地域への周知も徐々に
広がりを見せる。

具体的な事業内容②

② 地域お茶っこの会協力参加
：健康意識付け、地域セーフティーネットの再構築
実施日時

6/ 15 9/11 11/9 11/10

実施場所

大ケ口集会所 稲穂館 まさない集会所

従事者の人数
受益対象者の範囲及び人数

5人
150 人
リクリエーション等健康づくりのアドバイスを行う。地縁の
活動サポートにより地域支え合いの構築としていく。大学生
等のボランティア等の交流も含む。
民生員さんの地域の健康つくりへの興味や関心ごとへのサポ
ートを行う。

具体的な事業内容③

③ 健康増進・心のケアサポート
：健康意識付け、地域セーフティーネット再構築
実施日時

6/9・10 8/24・25 10/13・14 12/7・8 12/9

実施場所

大ケ口集会所 大槌中央公民館武道場
エールサポートセンター ＡＭＤＡ健康サポートセンター

従事者の人数
受益対象者の範囲及び人数

4人
150 人
ヨガ教室の開催：心身のストレス緩和、ヨガインストラクタ
ー協力の下開催。在宅や役所、支援員へ向けに開催。支援員
や介護施設スタッフのスキルアップとしての利用となる。
住民が継続して行えるような指導の工夫など、現状とのマッ
チングを行う。

具体的な事業内容④

④ 地域イベントへの運営サポート
：地域間交流 地域力発掘とその支援
実施日時
実施場所

従事者の人数
受益対象者の範囲及び人数

7/15 12/15
きらり福幸商店街駐車場
4人
1000 人
7 月：夏祭り、12 月：一周年イベント開催
地域住民参加を促進し、既存のネットワークの再構築となる。
イベント企画より加わり地域リソース活用促進を図る。地域
に根差した夏のイベント「夜市」を再現していくことを目指
し、企画運営に加わる。AMDA 神戸支部の牛肉の提供も入り
会場に花をそえる。

具体的な事業内容⑤

⑤ 地域サークル・町民活動サポート
：地域間交流促進、地域リソース発見促進
ボランティア受け入れにおける防災教育
実施日時

下記参照

実施場所

日時に付随記載 [ ] 内

従事者の人数
受益対象者の範囲及び人数

10 人
200 人
地域住民参加を促進し、既存のネットワークの再構築とな
る。地域の力を発揮してもらえる機会を設定していくことで
住民主体性を促進となる。
9 月 16 日[大槌町内一円] 町歩き（町の魅力再認識）の企画
11 月 8 日[城山体育館] おおつちのど自慢大会
12 月 4 日[中央公民館] 陽だまりの会 ママサークルと読み
聞かせ（先輩ママ）の意見交換、子育て支援
2 月 23 日[赤浜公民館] 冬の仮装運動会 大槌フットサルク
ラブと東京大学生ボランティアグループとの企画
3 月 16 日[高森団地] 鎮魂のキャンドル 高森団地住民主催
の企画 鎮魂と地域間交流

冬の仮装運動会

具体的な事業内容⑥

⑥ 支え合い構想「お互い様精神」と交流活動
：国や県・世代を超えての交流 支え合い構想の促進
実施日時

下記参照

実施場所

日時に付随記載 [ ] 内

従事者の人数
受益対象者の範囲及び人数

4人
200 人

9 月 8 日、
11 月 10 日 [大槌第 7 仮設・大槌町内] One project
視察・仮設住宅の方と交流
10 月 16 日[中央公民館] 日詰婦人会訪問交流会（県内避難受
け入地区）
2 月 9・10 日[ショッピングセンター マスト内] ポーポキピ
ースプロジェクト 神戸大学協力（聞き書き・こころのケア）

具体的な事業内容⑦

⑦ 地域資源とスキルを活かした就労へのサポート
：地域発信、就労支援サポート

実施日時

10 月 13・14 日、 12 月 7 日

実施場所

東京都中野区、大槌町内

従事者の人数

2人

受益対象者の範囲及び人数

50 人
10 月：中野区の物産展に出店サポート 地域住民作品を集め
て出店、製作者へのフィードバック。
12 月：障碍者作業所（わらび学園）へ木工用品発注の中継ぎ。
北九州の支援と張娜受注先の調整。

その他事業
その他の事業は、実施せず。
≪参加協力プログラム≫
豊中ほっとリビング
プロジェクト

被災地（現地）協力団体として、現状の暮らしや政策情報の
提供を行う。
http://cma-web.net/toyonaka/

芸術文化による大槌町まちづくり人

人材育成事業の運営への協力

材育成事業ひょっこりひょうたん塾

http://hyotanjuku.jimdo.com/
主催 大槌町 東京都

AMDA

岡山経済同友会 大学生の訪問（平成 24 年 8 月 23・24 日）

The Association of Medical

Doctors of Asia

主催イベントへの参加協力

→大槌中学校清掃・BBQ イベント補助
健康サポートセンター各行事等の広報補助（参加声掛け）
復興グルメ F1 グランプリ：広報 参加団体協力

以上

