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第４回役員会が開催されました
7 月 8 日（水）の役員会では、ガーデニング教室のスケジュール
日（水）の役員会では、ガーデニング教室のスケジュール（詳細は裏面
（詳細は裏面
にて）、喫茶サロンの運営
喫茶サロンの運営方法、防災拠点施設の検討について話
喫茶サロンの運営方法、
防災拠点施設の検討について話
防災拠点施設の検討について話し合いました。
特に、喫茶サロンの検討では、
特に、喫茶サロンの検討では、社会福祉協議会の方も交えた話し合い
喫茶サロンの検討では、社会福祉協議会の方も交えた話し合い
社会福祉協議会の方も交えた話し合いの場となり
の場となり
ました。今後も他団体と協力しながら活動していきます。
ました。今後も他団体と協力しながら活動していきます。

協議会の活動報告
議会の活動報告
①防災拠点施設に
①防災拠点施設について、
防災拠点施設について、要望書を町へ提出
要望書を町へ提出しました！
要望書を町へ提出しました！
★これまで協議会が検討してきた、
「
「公益施設と公園
公益施設と公園について」
について」を全 5 項目で要望
項目で要望
書にまとめ
書にまとめ、7 月 23 日（木）
（木）に開催された懇談会で
開催された懇談会で町に提出しました。
開催された懇談会で
提出しました。
«要望した項目
«要望した項目»

懇談会で要望内容を説明する
懇談会で要望内容を説明する伊達事務局長
長

1）
）防災拠点施設の
防災拠点施設の配置計画
配置計画
2）
）公園からの利用を考えた施設
公園からの利用を考えた施設内のトイレ
公園からの利用を考えた施設 のトイレ設置
3）
）公益施設
公益施設用地と緑地
緑地の間のコミュニティ道路化
の間のコミュニティ道路化
4）
）緑地への
への防災トイレ
防災トイレ設置
5）
）最終決定前の説明会開催
最終決定前の説明会開催（9 月 5 日予定）
最終決定前の説明会開催（

②助成金取得状況について
②助成金取得状況について
★宮城県の「地域コミュニティ再生支援事業助成金」が採択されました。
（ガーデニング教室、サロン運営、事務経費に活用
（ガーデニング教室、サロン運営、事務経費に活用します。
します。）

新市街地に喫茶サロン開設
新市街地に喫茶サロン開設！（予定）
！（予定）
新坂元駅周辺地区市街地に、
坂元駅周辺地区市街地に、地域住民が
坂元駅周辺地区市街地に、地域住民が気軽
気軽
に立ち寄り、お茶が飲める
に
り、お茶が飲める「喫茶サロン」がオ
り、お茶が飲める「喫茶サロン」がオ
ープンする予定です
ープンする予定です！
(期間
期間：平成 27 年 10 月～平成 28 年 3 月まで)
月まで
サロン開設に向けて
ロン開設に向けて

①9 月にプレオープン
にプレオープン
にプレオープン！
②10 月 4 日に正式
正式にオープン
にオープン（予定
予定）
★同日に
に、いも煮交流会
煮交流会を
を開催します
します！

サロンの場所

まちを緑豊かにするガーデニング教室が
まちを緑豊かにする ーデニング教室が開催されます！
ーデニング教室が開催されます！
NHK「趣味の園芸」と新坂元まちづくり協議会のコラボレーション企画
NHK「趣味の園芸」と新坂元まちづくり協議会のコラボレーション企画
「趣味の園芸」と新坂元まちづくり協議会のコラボレーション企画「ガーデニング
「ガーデニング
教室（全 4 回）」
」が開催されます。
が開催されます。
「高齢者も無理なくできる植栽プランと管理の提案」を
「高齢者も無理なくできる植栽プランと管理の提案」を
テーマに、園芸の勉強や、作り方、維持管理
テーマに、園芸の勉強や、作り方、維持管理について、講師に教えてもらいます！
について、講師に教えてもらいます！

講師：造園家
講師：造園家 鎌田秀夫 氏
<スケジュール
スケジュール>
>

第１回 素敵な庭づくりをしよう～初心者勉強会
素敵な庭づくりをしよう～初心者勉強会～
第２回 土づくりと、花壇づくり～座学と現地研修～
第３回 NHK
NHK「趣味の園芸」～公開収録～
「趣味の園芸」～公開収録～
第４回 冬と春に向けて～維持管理勉強会～
その他：現地見学（新市街地災害公営住宅）

9 月 5 日（土）
9 月 12 日（土）
日（土
10 月 4 日（日）
10 月 24 日（土）
9 月 23 日（水）

※開催時間は原則的に午後の開催となります。
（時間の詳細は後日お知らせします）
※第１回と第４回
第１回と第４回
第１回と第４回が坂元公民館、
が坂元公民館、第２回と第３回
が坂元公民館、第２回と第３回
第２回と第３回が新市街地災害公営住宅
が新市街地災害公営住宅
が新市街地災害公営住宅の開催となります
となります。
。

<応募要綱>
応募要綱>
①参加者定員
参加者定員
参加者定員＝最大
＝最大 30 名 （見学だけも可能です）
※8
8 月 26 日
日(水)、又は定員に達した時点で締め切りとさせて頂きます。
、又は定員に達した時点で締め切りとさせて頂きます。
②対象
対象＝ ア）新
ア）新市街地に住まわれている方
市街地に住まわれている方
市街地に住まわれている方と入居
と入居予定
予定の方
イ）
イ）新市街地
新市街地周辺に
周辺に住まわれている方
住まわれている方
※参加定員を超えた場合は、新市街地の住民
※参加定員を超えた場合は、 新市街地の住民の方
の方を優先的に
優先的に選考させて頂きます。
選考させて頂きます。
③参加条件
参加条件
参加条件＝原則全
＝原則全 4 回の講座に出席可能な方（資料・資機材等の代金として参加
料 500 円を初回に徴収します。）※第 3 回は参加費
参加費無料
無料（どなたでも参加可能です
どなたでも参加可能です
どなたでも参加可能です）
④申し込み方法
申し込み方法
申し込み方法＝下記の申込用紙に
下記の申込用紙に記入し、ＦＡＸ、又は下記の場所へ
下記の申込用紙に記入し、ＦＡＸ、又は下記の場所へ
記入し、ＦＡＸ、又は下記の場所へ持参してく
持参してく
ださい。（電話申し込み不可）
※ＦＡＸ：
※ＦＡＸ：0223-38--0582（伊達）
（伊達）
※持参
持参：山元町坂元字向山
：山元町坂元字向山 35-3（星）
35 （星）又は、山元町山寺字山下
山元町山寺字山下 32（山元復興ステー
（山元復興ステー
ション 菊田
菊田）
ガーデニング教室参加
ガーデニング教室参加申込
申込み用紙（FAX
FAX 兼用
兼用）
（ふりがな））

名前
住所
電話番号

自宅：

携帯：

☆新坂元まちづくり協議会☆～新しい坂元のまちづくりの情報を発信中！～
（事務局）
〒989-2111
〒
宮城県亘理郡山元町
宮城県亘理郡山元町坂元
坂元字向山 35-3
-3
Tel/090-2021
Tel/
2021-8742（会長
（会長 星幸夫）
新坂元まちづくり協議会のバックナンバーはこちらで掲載しております。
⇒河北新報オンラインニュースかわら版 URL: http://www.kahoku.co.jp/special/kawara/
～投書募集中！！～
新坂元の復興まちづくりについてのご意見をお寄せください。住所、氏名、年齢、職業、電話番号を明記
し、上記の宛先へ。
し、
宛先へ。
（頂いたご意見は紙面でご紹介させていただく場合があります）
（頂いたご意見は紙面でご紹介させていただく場合があります）。

