
“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 

●ゆる.ぷらの『まちづくり相談   

 会』 

 

●助成金情報 

 

●ゆる.ぷらインフォメーション 

 ５月、６月の体験会やギャラリー展示

の様子やご案内について 

 

●柴田町地域おこし協力隊より 

  フットパスのこぼれ話 

 

●スタッフコメント 

 “ゆる.ぷら”スタッフから一言！ 
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～ 今月の特集 ～ 

●ゆる.ぷらの『まちづくり相談会』 

 ゆる.ぷらでは月に一回、運営支援をお願

いしている「せんだい・みやぎＮＰＯセンタ

ー」の方が、さまざまな相談に対応する日を

設けています。 

●助成金情報 

・緑の都市賞 

・あしたのまち・くらしづくり 活動賞 

【 しばた１００選情報 】 

 町民の方にしばた１００選をより知ってもらい、

「しばた」の地域資源に親しんでもらうため活動し

ているしばた１００選活用チームが、今年度も活動

しています。 

 富沢・上川名地区を巡る、今年度第１回目のバス

ツアーが企画されています。詳細は、お知らせ版６

月１日号をご覧ください。 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

例えば、こんなことを聞いてみたいと思ったことはありますか？ 

ＮＰＯについて教えてください！ 

団体を立ち上げたいのですが… 

私たちの活動へアドバイスをお願いします！ 

町内会や自治会をもっともっと元気にしたいのだけれど…！ 

行政と協働するにはどうすればいいの？ 

助成金について教えてほしい！ 

企業として地域・社会貢献したいのですが…  etc. 

お気軽にご相談ください！ 

ゆる.ぷら インフォメーション 
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【 ゆる.ぷらの『まちづくり相談会』 】 

 

 「団体での活動」「地域づくり」「市民活動」などをする上で、困りごとはありませんか。 

 ゆる.ぷらでは、専門的な知識を持ち、さまざまな相談に対応できる相談員として、「せ

んだい・みやぎＮＰＯセンター」の職員による、『相談会』を毎月１回開催します。 

☆ 日  時 ： ６月３０日（金）１５：００～１７：００ 

        （原則毎月最終の平日となります。詳しい日程は毎月ニュースレタ    

         ーにてお知らせします。） 

☆ 場  所 ： まちづくり推進センターのサロンスペース 

☆ 費  用 ： 無料 ※予約制、あらかじめ簡単に相談内容をお伺いします。 

☆ 対  象 ： どなたでもご相談できます ※これから『なにか』をしたい方 など 

☆ 概  要 ： 相談は１回５０分程度 

【 助成金情報 】 

○緑の都市賞 

公益財団法人都市緑化機構がボランティアを基本

とした地域社会や環境への貢献活動の優れた実績を

持つ団体を表彰し、助成するものです。 

申込期限：平成 29年６月 30日（金）まで【当日消印有効】 

対  象：市民団体（町内会・自治会等、ＮＰＯや

その他の任意の団体等） 

助成：内閣総理大臣賞：活動助成金（20万円） 

国土交通大臣賞：活動助成金（15万円） 

都市緑化機構会長賞：活動助成金（10万円） 

奨励賞：活動助成金（5万円） 

○平成 29年度あしたのまち・くらしづくり活動賞  

公益財団法人あしたの日本を創る協会が地域の課

題解決などに取り組む地域活動団体を表彰するもの

です。 

申込期限：平成 29年７月 5日（水）まで 

対  象：地域住民が自主的に結成し運営している  

     地域活動団体 など 

助成：内閣総理大臣賞：副賞 20万円 

   内閣官房長官賞：副賞 10万円 

   総務大臣賞：副賞 10万円 

   主催者賞：副賞 5万円 



●11 日（日）夢尾見太郎「おしゃべり口笛コンサート」 

 

●25 日（日） 「しばたおもちゃ病院開院」 

 
テーマ：「♪六月には六月の雨♪」 

時 間：13：30～14：00 

“ゆる.ぷら”にて 開院します！ 

  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。 

●６月 13 日（火）～25 日（日） 

● ６月 11 日（日）まで 

●６月２7 日（火）～７月９日（日） 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゆる.ぷら インフォメーション 
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「 押し花ｸﾞﾙｰﾌﾟ「夢」と書の作品展 」 

 

【 ５月のギャラリーの様子 】 

５月のコンサート風景
ＮＨＫの放送を見て、
聴きに来られた方が、
「感動しました！」と
話していかれました。 

 絵の好きな仲間が一緒に楽しく描いた作品の展示会です。愛好会のモ

ットーは、絵を描く技術ではなく、絵に想いを込めて描くことと個性を

大切にしていることです。油彩画が主体ですが、アクリル画や水彩画も

描いています。 

 

前回までの展示では、秋と冬の作品が中心でした。今回は、春から夏を

中心とした未発表の作品を展示します。これまでとは違った押し花絵額を

お楽しみください。 

※土、日曜日には、かわいいうちわ・コースター4 枚・葉書きに押し花を
つける体験会を企画しています。お気軽に参加ください。 

「 クラフト作品展 」  

 
倶
く

楽
ら

婦人
ふ と

の会は、現在 12 人で活動する楽しいサー

クルです。同じ材料でも、それぞれ違った作品にな

っています。個性あふれる作品をご覧ください。 

「 トールペイント・西洋陶磁器絵付け作品展 」 

 陶磁器に絵付けされた「四季の花」の作品を見た来館者の

方々は、感動されていました。そして、「難しそう」「絵心が

無いと描けなさそう」と興味はあるけど自分ではできなさそ

うと思われる方がいらっしゃいました。体験会も実施してい

るので、機会があれば参加してみてください。 

 「 しばた匠まつり作品展 」 

 

「 しばた絵画愛好会作品展 」 

  

今回は、６月３日（土）・４日（日）に開催
される『第４回しばた匠まつり』のＰＲ展示
を開催しました。過去３回の出展作品を写真
で紹介していただきました。今回は、今まで
出品したことのある作家の他にも、新たに出
品する作家さんもいらっしゃるそうです。 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmv_6p3pbTAhVCU7wKHVuiCY0QjRwIBw&url=http://k-y-swc.sakura.ne.jp/kaiga.html&psig=AFQjCNH57-DaX0bhywCLBmNn0KhPhJRoxQ&ust=1491805383569849


 ★“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 

 

            

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

柴田町では、オープンガーデンと紫陽花まつ

りが始まります。丹精込めて手入れをしたお庭

の花は毎年とてもきれいに咲いています。オー

プンガーデンのパンフレットは、ゆる.ぷらにあ

ります。数に限りがありますので、興味のある

方は早めにお越しください。 

 ゆる.ぷらスタッフ（鈴木）  
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柴田町地域おこし協力隊  北浦 鑑久（あきひさ） 

  

(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 
<6 月の休館日：5 日、12 日、19 日､26 日の月曜日。> 

 ■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！ 

【 柴田町地域おこし協力隊 より】 

 

 

フットパスのこぼれ話 その３ 

柴田町の魅力を内外に発信するべく、『ゆる.ぷら』を拠点に活動中の柴田町地域おこし協

力隊の北浦です。柴田町の春といえば「桜」ですが、沿道や土手に咲き乱れる、黄色いからし菜

の景観も見事ですね。 

 

カラシナ（芥子菜、辛子菜）は、ピリッとした辛

い味が特徴で、おひたしや漬物、炒め物にして食べ

られる他、種は和辛子の原料になります。アブラナ

科・アブラナ属の植物なので、菜の花やキャベツ・

白菜の仲間でもあります。（畑をやっている方はご

存知だと思いますが、キャベツや白菜もとう立ちす

ると「菜の花」が出ます。そして食べられます。） 

さて、柴田町で見かけるアブラナ属の仲間として

は「葉牡丹」があります。冬に紫や白、クリーム色

などに色づきます。そういえば葉牡丹はどことなく

キャベツに似ているような気がします。しかし、葉

牡丹も食べられますが、そもそも観賞用のため美味

しくないようです。また、園芸用の農薬が使われて

いることがあり、これは食べてはいけないとのこと

でした。 
槻木 五間堀に咲くからし菜 

※柴田町で、面白いものや不思議なモノを見つけたら北浦までご一報ください。取材に行きます。 

 

ホームページ 


