
“ゆる.ぷら”facebookページ 

 ゆる.ぷらのスタッフがゆる.ぷらのこ 

とやまちづくり、町内外のイベント情報 

などを発信しています。興味がある方は 

「ゆる.ぷら facebook」で検索または右 

のＱＲコードからアクセスしてください。 
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今月号の目次 

●まちづくり提案制度 

      募集強化月間！ 

 まちづくり提案制度についてです。

みなさんからの提案をお待ちして

います。 

●７月、8 月のゆる.ぷら 

 ７月、８月に開催された体験会やギャ

ラリーなどの情報を報告・発信しま

す。 

●かおりのシバタンケン！vol.7 

  「葉坂地区の野菜ソムリエ」 

●スタッフコメント 

 “ゆる.ぷら”スタッフから一言！ 

 

２ページ目 ４ページ目 ３ページ目 

～ 今月号の特集 ～ 

◎まちづくり提案制度募集強化月間！ 

  今月は募集強化月間です。そこでまちづく

り提案制度に関することや提案できる内

容、提案から採択までの流れについて具体

的に説明します。 

 

         ※詳細は２ページをご覧ください。 

ゆる.ぷらイメージキャラクター

のゆる坊がゆる.ぷらの日常を紹

介する「ゆる坊日記」を日々更新

しています。ゆる.ぷらで行った体

験会や、展示などについて書いて

あるので、来館の際はご覧になっ

てみてください。 

ゆる.ぷら紹介コーナー！ 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTkO_S5dbNAhVKkpQKHeisDlQQjRwIBw&url=http://matome.naver.jp/odai/2136886413912986501/2136886434513032203&psig=AFQjCNF0Pw-nu5QOX7rqyvvJjIgvm3unIw&ust=1467618069352890


〇まちづくり提案制度とは 

 住民同士がふれあいを深めるための取り組みやユニークなイベントの開催など町（地域）を元気にしてい

く意見・実践提案を募集するものです（特に町内に新たな仕事や、人の流れを創る提案を募集しています）。 

基本テーマは「みんなで育てる 笑顔輝く 元気なまち」です！ 

〇どんな提案ができるの？ 

① 意見提案：社会的または地域的な課題を解決するアイデアを募集します。 

         

 

  

 

   

②実践提案： 

[通常実践提案] 提案者、町、町民のみなさんとの協働で町（地域）を元気にしていく実践提案を募集しま

す。予算の範囲内で、対象経費の１／２以内を補助します。 

 

 

 

 

[スタートアップ提案] 新たに活動を始める、または活動を始めて間もない団体の実践活動を募集します。

対象経費以内で３万円を上限に補助します。 

 

 

 

 

〇提案から採択までの流れ 
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【 まちづくり提案制度 募集強化月間！ 】 

例えば 

■しばた１００選の選定（町事業として実施） 

「伝えたい、残したい」町民が誇れる町の歴史、景観、文化、風俗、施設、食・・・

を「しばた１００選」として選定する。選定した「しばた１００選」は、写真や

解説付きのウォーキングマップを作成し活用してもらうなど、町民が身近に感じ

られるものにしていく。 

 

例えば 

■柴田町東西対抗チャリティーカラオケ歌祭（対象事業費の１／２以内を補助） 

柴田町民が、年末のひとときを歌祭りで楽しみ、歌や舞踊を通し親睦を深める歌

祭を開催する。白石川を挟んだ町内東西対抗とし、それぞれの地域の一体感をつ

くりだし、柴田町の年末の新たな風物詩としていく。 

例えば 

■０歳児とママの居場所作り（対象経費の１０／１０以内で３万円を上限に補助） 

ベビーマッサージなどを通じて、赤ちゃんとママの触れ合いの時間を持ち、親子の

絆を強め、また、０歳児を中心として集まることによって、赤ちゃんとママが安心

して遊ぶことができる場、そして母親同士の育児相談ができる場を作っていく。 

意見提案 通常実践提案 スタートアップ提案 

提 案 審 査 会 

提案者と担当職員で提案に

ついての相談・調整 

採択 不採択 

・今後のまちづくりに活用 

・事業費や経費の補助 

・提案内容の再確認 

・次回に向けて調整 

提出された提案書等と提案者

とのヒアリングによる審査 

採択 不採択 

・事業費や経費の補助 ・提案内容の再確認 

・次回に向けて調整 

※提案したい、興味がある、質問したい事がある方は、まちづくり政策課（TEL54-2111）までお問い合わせください。 

 募集要項は、まちづくり政策課、まちづくり推進センター、槻木事務所、各生涯学習センターに設置しているほか、 

 町ホームページからもダウンロードできます。 



 
時間：10：30～12：00、13：30～15：00  

参加費：500円～1,000円（大きさにより） 

締切：8月 10日（水）まで 持ち物：ピンセット・手ふき・持ち帰り袋 

 

 

  

自分だけのこけしを 

デザインしてみませんか。 

時 間：10：00～12：00  

 参加費：1,000円 

●３日（水）こけし絵付け体験会 

 

●1４日（日）夢尾見太郎「おしゃべり口笛コンサート」 

 

●28 日（日） しばたおもちゃ病院開院 

 
テーマ：「ゼロ戦を知っていますか」 

時間：13：30～14：00 

   時間：10：00～12：00  

  ※部品を交換した場合、実費をいただくことがあります。 

●１１日（木）貝がらアート「たからばこ」作り体験会 

 

●８月９日（火）～21日（日） ●８月 23 日（火）～９月４日（日） 

●「浴衣帯結び体験会」13 日（水） ●「ミニケーキ手作り体験会」23 日（土） 

●「フラワーアレンジメント作品展 」6 月 28 日（火）～7 月 10 日（日） 

●「蒔田
ま き た

 来
きたる

氏油彩画展 」12 日～24 日 ●「初めてのクラフト体験会」28 日（木） 
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【 ８月の体験会やギャラリーなどのご案内 】 

「カルトナージュとミニチュアハウス作品展」 

 

 

夏にぴったりなリースや扇子、布箱。手作

り額装の中に紙で作る花や観葉植物、手のひ

らサイズの小物を思い出の写真と一緒に飾る

額装を展示します。 

「手作りアクセサリー＆絵画展～夏色アート～」 

夏をイメージしたイラストとレジンアクセサ

リーを合わせたアート。キラキラ、爽やか、終

わりの夏を表現した作品を展示します。 

【 ７月のギャラリー・体験会の様子 】 

 貝がらやシーグラスを使用して海を表現して、 

    世界に一つだけの“たからばこ”を作ってみませんか。 

 

ミケーキ体験会」  

 

自分で気軽に浴衣の

着付けをして美しく浴

衣を着こなしてもらお

うと体験会を開催しま

した。今年の夏は、浴

衣を着てお出かけして

はいかがでしょうか。 

ペットボトルのふたをリボ

ンで包み、ケーキの土台に見立

てて、ビーズやリボンでデコレ

ーションしました。とても細か

い作業ですが上手に出来上が

り笑顔であふれていました。 

 期間中に体験会を行い、プリザーブドフラワ

ーの作り方から勉強することができ、とても手

が込んだものということを実感しました。作品

展では、プリザーブドフラワーのほかにアーテ

ィフィシャルフラワーもあり、とても華やかで

した。 

常設展で、お馴染みの蒔田さんの作品は、静

物も風景もその作品の重厚感に吸い込まれそう

な魅力を感じます。 

小学生親子を対象に、ゆる.ぷらで活動してい

る「倶
く

楽
ら

婦人
ふ と

の会」が講師になり、体験会を開催

しました。初めて開催されたこの体験会で、普段

何気なく作ってる事の復習と、教える楽しさを知

ることができました。 



 ★“ゆる.ぷら”とは？ 
 町民のみなさんや地域コミュニティ、市民活動団体など
による、まちづくり活動を総合的に支援する施設です。町
民、自治会、学校や企業のみなさんとの間で協働によるま
ちづくりを推進することも目的としています。 
★“ゆる.ぷら”の機能は？ 
①まちづくり活動の場の提供 
 会議やイベント、印刷、活動報告や作品展示など 
②まちづくり活動に関する情報の収集・提供 
 チラシ・ポスターの受付、ボランティア・助成金情報など 
③まちづくり活動に関する相談への対応  など 

【   かおりのシバタンケン！vol.7 】 
 

今回は、「野菜ソムリエ」という資格を持っている農家の平間さん 

（葉坂地区）の取り組みをご紹介します。 

野菜ソムリエとは、野菜や果物の目利き、栄養、素材にあった料理法 

盛り付け方などの知識を生かした資格で、その知識を理解し伝えるス 

ペシャリストです。主な活動としては、料理教室の開催、野菜セミ 

ナー講師、食育活動、コラム執筆そしてレシピ提案など多岐にわたり 

ます。 

平間さんは２年前、定年を機に野菜ソムリエの資格を取得しました。元々農家だった持ち前の

知識に加え、洋風、イタリア風の料理の仕方などを学ぶためにも、野菜ソムリエという資格に興

味を持ったそうです。 

平間さんの敷地にある８ヘクタールの広大な畑を案内していただくと、そこで栽培されていた

のは７０種類以上の作物。カボチャやトマト、ブドウ、プラムなどに加え、ペパーミント、バジ

ル、ルッコラ、アーモンド、そしてポポ（アボカドに似たもの）。スーパーではあまり見かけな

い作物なども幅広く栽培されていました。 

平間さんが住む葉坂地区では、今後収穫したそれらの野菜や果物を果樹組合の事務所で加工し

たり、収穫物を材料に使った料理教室を開催する準備が進められています。かつて、生産から加    

工までを行う町の特産品が無かった事もあり、この場所で将来的に 

トマトケチャップやアップルパイ、ジャムなど、柴田町の特産品と 

なるものがここで生み出されたりするとおもしろいと言っていま 

した。少し上ると海が見える山があり、そこに公園を整備したり、 

仲間が集まってコーヒーを出す人が出たりしたらおもしろいと話 

す平間さん。来年を目途に料理教室の開催に向け、動き出してい 

る葉坂地区でした。 

 

            

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8 月に入り夏が本格化してきましたね。子ども

たちは夏休みに入り、プールや子ども会行事な

どで元気に飛び回っていますね。ゆる.ぷらでは

体験会もあるので、何かと忙しい時期ですが親

子で工作を作ってみるのも楽しい夏の思い出

になるかもしれません。暑い夏ですが、元気に

楽しんでください。ゆる.ぷらスタッフ（尾森） 
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地域おこし協力隊 

柴田町地域おこし協力隊  鈴木 香織 

≪地域おこし協力隊活動の様子は Facebook『地域おこし協力隊 宮城県柴田町』で検索！≫ 

(お問合せ先)  
 ■しばたまち交流ひろば“ゆる．ぷら”（イオンタウン柴田内） 開館時間 10：00～18：00 

TEL 86-3631  FAX 86-3641 e メール yurupura@town.shibata.miyagi.jp 
<8 月の休館日：1 日、8 日、15 日､22 日、29 日 > 

 ■柴田町まちづくり政策課 TEL 54-2111  FAX 55-4172 

≪柴田町まちづくり推進センターFacebookページで随時“ゆる.ぷら”情報発信中！≫ 

イオンタウン柴田のここです！ 

‐ブドウを見る平間さん‐ 

‐平間さんのブドウ畑‐ 




