
 

評価対象候補事業の視察・ヒアリング等について 

 

※網掛けが，評価対象提案事業 

 

１ 田子市民センター 

評価対象事業（候補） 視察可能日時 ヒアリング対象（候補者） 資料等 

田子のきずなステーション 

（下記事業の総称） 

○情報の拠点→きずな通信 

○交流の拠点 

・オープンクラス（卓球，

アート） 

・学びの広場（田子の散歩

道，ダーツ入門，整頓術） 

・お茶っこサロン 

・ロビー展示 

・既存事業への誘導（季節

のハーモニー，ボランテ

ィア養成講座，たごっ子

まつり） 

 

オ ー プ ン ク ラ ス

（資料４－２のとおり）  

○市民センター館長，関係職員 

○卓球のボランティア 15 名の

うち，半分程度は事業の趣旨

を踏まえてのヒアリング可 

○参加者 

○アートサロンは 11 月 27 日

から始まるため，その状況を

みないとヒアリングの可能

性については不明。 

○きずな通信については編集

委員育成の予定であったが，

現時点ではセンター職員が

発行。 

○事業計画概

要書（施設理

念，市民セン

ターの事業

実施方針と

の関連，事業

目的，実施内

容等） 

○成果物（きず

な通信） 

○オープンク

ラスのアン

ケートはな

し 

田子西復興公営住宅入居者

支援事業 

 

10 月以降関係者会

議 

※社会福祉協議会との共催で

あり，評価対象としては適さ

ないと考えられる。 

 

みんなで学ぶ地域防災 

・地域防災訓練 

・地域の防災力を高めるため

の講話や実技等 

 

防災訓練は 11 月 9

日で終了するが，そ

の後，講話・実技を

地域住民を対象に

実施予定（詳細は未

定） 

 

○市民センター館長，関係職員 

○実行委員会メンバー（12 月

3 日の反省会後にヒアリン

グ可能な方のみ…未確認） 

 

○事業計画概

要書 

○町内会用ア

ンケートま

とめ 

○中学校講評

(提出未確認） 

田子を愛する住民塾 

・高齢者の生きがいづくり 

・福田町駅のバリアフリー化 

 

終了   
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２ 七郷市民センター 

対象事業（候補） 視察可能日時 ヒアリング対象（候補者） 資料等 

あの時を忘れない－震災の

記憶 

 

未定（月 1 回程度集

まってその時に次

回開催日を決定） 

 

○市民センター館長，関係職員 

 

 

未来への伝言～七郷を語り

継ぐ 

 

（資料４－２のとおり）  ○市民センター館長，関係職員 

○11 月 29 日は事業見学可能。

また，受講者と「震災の記憶」

の冊子作成関係者を対象と

しているので，この中からお

話を聞くことは可能と思わ

れる。 

○1 月以降は語りの原稿まと

め作業。この中でヒアリング

可 

 

○事業計画概

要書 

○アンケート

(11 月 29 日分) 

○講座レポー

ト 

復興公営住宅入居者交流事

業 つながろう！この地で 

 

（資料４－２のとおり）  ○市民センター館長，関係職員 

 

 

 

 

 

３ 片平市民センター 

対象事業（候補） 視察可能日時 ヒアリング対象（候補者） 資料等 

地域の絆づくり推進事業「ク

ローズアップ片平・映像番組

づくり」 

4 回まで終了。 

5 回：11 月 20 日 

6 回以降は 1 月中

旬から下旬を予

定。 

○市民センター館長，関係職員 

○各町内会から 1 名ずつ参加 8

名。片平写真倶楽部サークル

からは写真などの資料提供

を受けている。連合町内会長

や参加者からのヒアリング

は可能。 

 

○事業計画概要

書 

○成果物(DVD) 

春のコンサート 1 月頃 ○市民センター館長，関係職員 

 

 

防災訓練，マンション防災研修会等については日常業務での支援として位置付けている。 

  



評価対象候補事業の主なスケジュール 

 

１）田子市民センター 

●田子のきずなステーション 

タイトル 内容 日時 会場 

田子の散歩道 健康編① 9/18 木 10：00～12：00 市民Ｃ→市民Ｃ 

歴史探訪編① 9/25 木 10：00～12：00 市民Ｃ→田子西集会所 

歴史探訪編② 10/2 木 10：00～12：00 田子西集会所→市民Ｃ 

健康編② 10/16 木 10：00～12：00 田子西→田子西 

ダーツ入門 ③ 基本とゲーム 10/30 木 14：00～16：00 市民Ｃ 和室１ 

田子のお茶っこサロン 緑茶 11/6 木 10：00～12：00 市民Ｃ 調理室 

甘酒（予定） 1/21 水 10：00～12：00   〃 

整頓術（託児付） 収納術 11/13 木 10：00～12：00 市民Ｃ 第一会議室 

整頓術 11/20 木 10：00～12：00   〃 

オープンクラス卓球 フリー参加の卓球 9/27 土 10：00～12：00 市民Ｃ ホール 

10/25 土 10：00～12：00   〃 

12/6 土 10：00～12：00   〃 

1/24 土 10：00～12：00   〃 

2/14 土 10：00～12：00   〃 

3/28 土 10：00～12：00   〃 

オープンクラス 

アートサロン 

フリー参加のオイ

ルパステル 

11/27 木 10：00～12：00 市民Ｃ 第二会議室 

12/17 水 10：00～12：00   〃 

1/29 木 10：00～12：00   〃 

 

●田子西復興公営住宅入居者支援事業 

 ・９月２７日（土） 14:30～  於：田子西市営住宅集会所 

  「お茶っこ飲み会」 

※10 月以降の予定は「田子西復興公営住宅支援者の会」の会議（10/3 10：00～）にて決定 

 

●みんなで学ぶ地域防災 

地域防災訓練の取組 

 ・ 9/19 金 14：45～ 防災訓練打合せ会（中学生と町内会） 於：田子中学校 

 ・ 10/17 金 14：45～ 防災訓練打合せ会（中学生と町内会） 於：田子中学校 

・ 11/9 日 10：30～12：30 地域防災訓練  

於：田子 10 町内会ごとの各会場及び田子小学校、田子中学校、高砂小学校 
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●田子を愛する住民塾 

○高齢者生きがいづくり「めんこ、おはじき、竹とんぼ」 

昔遊びを通して高齢者が生きがいを持って活動していくための講座が終了し、「伝笑あそび会」と

して活動開始。 

 ・９月２０日（土）10：30～ たごじどうかんまつり昔遊びコーナー参加 於：田子市民Ｃホール 

 ・１１月２３日（日）10：30～ 児童館フェスタ参加予定 於：宮城野区文化センター 

○福田町駅のバリアフリー化を考える～未来につながる福田町駅への思い 

仙台市内の建築系の大学生94人が6グループに分かれて設計した福田町駅のデザインの模型と画

像による発表会 

 ・１０月５日（日）１０：００～１２：１５ 於：田子市民センター 第一会議室 

 

２）七郷市民センター 

●あの時を忘れない‐震災の記憶 

日時 内容 

9/13（土）10:30～12:00 末永稔さん（屋号 吉郎家）からの聞き取り 

9/25（木）17:00～19:00 編集会議 

10/5（日）10:00～14:30 秋だ！みんなで芋煮会 2014 

10/16（木）10:00～12:00 ボランティア定例会 

11/7（金）14:00～16:00 編集会議 

 

●未来への伝言‐七郷を語り継ぐ 

日時 内容 

9/20（土）10:00～12:00 「語り部」として後世に伝えたいこと 

10/25（土）10:00～12:00 荒浜・七郷地区の建物被害と津波による被災状況について 

講師：東北大学災害科学国際研究所 

    准教授 柴山 明寛氏 

11/29（土）10:00～12:00 荒浜・七郷地区の証言記録についての考察 

講師：東北大学災害科学国際研究所 

    准教授 柴山 明寛氏 

1/24（土）10:00～12:00 語りの原稿をまとめる① 

2/28（土）10:00～12:00 語りの原稿をまとめる② 

3/14（土）10:00～12:00 今年度の反省と今後の活動について 

 

●復興公営住宅入居者交流事業‐つながろう！この地で 

日時 内容 

10/11（土）13:30～16:00 記念植樹＆交流会 

12/3(水)or12/6(土)or12/14(日） 

14:00～15:00 

ハンドベルを聴きながら 



 


