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◆人数：会員27名。特別アドバイザー、特別会員含め33名。
◆活動エリア：利府町菅谷台地区
◆活動歴：3年目
◆ＨＰ：なし
◆ＳＮＳ：菅谷台小学校ＨＰで紹介

「やれる人が やれることを 楽しく 無理なくやる」
お父さん同士が楽しんで活動していますが、その
中に子どもたちや家族に対する熱い想いが感じら
れ、それがまた地域の活力につながっています。

団体の基本情報

たら、朝には家に帰る。ハードなスケジュールで
はあるものの、気の置けないお父さん同士でカブ
トムシを捕まえに行く、その道中や捕まえている
最中が楽しいという。「楽しいからこそ続けられる」
と、藤岡さん、眞山さんは口をそろえて話す。

無理をしないからこそ、楽しく続けられる

　お父さんの会は、決して無理をしてはいけない。
来たい人が活動に出席し、来られない人は来なく
ても良い、というシンプルな方針である。お父さん
たちの力は、地域にも学校にも必要とされている。
活動内容とその範囲はどんどん増え、いろいろな
所から声がかかるようになった。
　このように働きざかりのお父さんたちが気軽に
参加できる団体が、利府町の中にどんどん生まれ
れば、地域ごとに大人の目が届き、子どもたちや
高齢者が安心して暮らせる町になると考える。始
めるきっかけは、お父さんたちの飲み会からでも
よい。子どもや地域に関心をもって活動をしてい
くうちに、それがまちづくりにつながっていくこと
だろう。

取材執筆：大宮紗妃

子どものために、地域のために、自分のために

　利府町菅谷台の住宅地は比較的新しく、転入
者が多い。地域内ではお母さん同士のつながり
は生まれるものの、日中働いているお父さん同士
のつながりは、なかなか生まれにくい。そんなな
か、お父さん同士の親睦を深めるという名目も含
め「お父さんの会」を発足させた。
　子どもたちのためになる活動が前提だが、そ
の活動内容はユニークである。菅谷台納涼祭に
出店が決まると、「子どもたちに実際に木に生息
している野生の昆虫に触れてもらいたい」という
思いから、岩手までカブトムシを捕まえに出かけ
る。家族には迷惑をかけないというのが基本方針
なので、深夜に車を走らせ、カブトムシを採取し

レーダーチャート
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菅谷台お父さんの会
藤岡章夫さん（会員）、眞山寛朗さん（会員）

お父さんの力が光る地域の活動

　菅谷台お父さんの会は、2016年4月に発足し、
利府町菅谷台地区の小学校やＰＴＡなど地域で開
催される行事への協力を行っている。
　活動内容は多岐にわたる。通学路の雪かき、小
学校の横断歩道や校門付近のペンキ塗り、運動会
の準備など、お父さんの力が必要な時に依頼され、
活動を行う。そのほか、地域の団体と協力して公園
の花壇の整備、利府町「こどものまち」への参加、菅
谷台納涼祭の開催にあたっては事前に広場の草
刈りなど、お助け隊として地域の人々に寄り添った
団体である。

　そのほか、休日の朝にお父さん同士でスポーツ
をしたり、懇親会という名の飲み会を行うなど、学
生時代の部活のような感覚である。当初は6名か
らスタートしたが、活動内容に魅力を感じたお父
さんたちが
次々と入 会
し 、現 在 会
員 は2 7 名 。
小学校の教
諭などの特
別会員と合
わせると33
名となる。

利府町協働のまちづくり活動事例集

利府町菅谷台地区の子どもたちが健やかに育つ環境づくり
のため、学校、保育所、児童館、ＰＴＡ、町内会などと協力して
活動している。「できるときに」「できるひとたちが」「できること
をする」という基本方針のもと、自分たちも楽しみながら活動
をしている。また、地域のお父さんたちが親睦を深める場にも
なっている。
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◆人数：10名
◆活動エリア：利府町、松島町、仙台市など
◆活動歴：2年
◆広告媒体：地域広報紙 ふれあい通信『おいしく
　　　　　するかい便り』 年3回

町民に活躍の場を提供する一方で、
「食」を通じて自分たちも楽しんでいる

ところが活動のポイントです。

団体の基本情報

る。利府町公民館主催の「男の料理教室」では、講
座内容の企画から調理時のアシスタントや講師
役を担当している。また、花園・皆の丘の地区民生
委員が主催するイベントにも協力し、広告を作成し
て参加者を募り、当日は「麺好クラブ」のメンバー
も巻き込みながら参加者と一緒に手打ちそばを作
り、イベントをより楽しいものにした。
　美味しくする会のあり方として、「他の団体とさ
らに連携を深めながら、新たな同好会の立ち上
げのお手伝いをするなど、町民が自主的に活動
できるよう底辺を広げていきたい」と、今後の展
開を語った。

取材執筆：鈴木聡馬

輪を広げたい」という思いを持っていた。そこで
仲間の植山恒明さんらとともに立ち上げたのが

「美味しくする会」である。
　会の発足に際して、利府町の「まちづくり支援事
業補助金」を申請した。交付を受けた補助金は、

「美味しくする会」の会員や支援者を増やすため、
広報紙ふれあい通信『おいしくするかい便り』の
制作に活用されている。年3回ほど発行し、利府
町内での様々な活動の様子を紹介している。

他団体との連携

　美味しくする会は、町内でイベントを企画する町
民や団体、または施設の管理者などと連携してい

レーダーチャート
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利府町を美味しくする会
岩丸富男さん（代表）、 植山恒明さん

「食」が生み出す交流の輪

　「利府町を美味しくする会」（以下、「美味しくす
る会」）は、「食」をテーマにした交流活動を主催し、
町民が開催するイベントなどの運営を支援する親
睦団体である。
　同会が関わった活動の一例として、2017年7月
に開催された「オカリナとそばを楽しむ会」がある。
利府町内で活動しているオカリナ・サークルと、そ
ば打ち同好会の両方に所属していた会員が、2団体
の合同イベントとして開催したものだった。美味しく
する会は、イベントの準備の過程で利府町公民館
を会場として使うための交渉にあたるなど、開催

に向けて側面から事務的な支援を行った。「オカリ
ナとそばを楽しむ会」は、音楽と食を通じて明るく
楽しいイベントとなり、参加者同士交流の輪が広
がった。

親睦の輪を地域に広げる

　美味しくする会の発足は、2017年。町内には料
理好きの男性が集って盛んに活動する「麺好（め
んず）クラブ」というそばうちの同好会があった。
その代表として20年ほど前から活動をリードして
きた岩丸富男さんは、「活動の枠をサークル内か
ら地域に少し広げることで仲間を増やし親睦の

利府町協働のまちづくり活動事例集

利府町を中心としたシニアの交流活動を「食」の観点から
支援する「利府町を美味しくする会」。男性によるそば打ち
サークルの活動から派生し、2017年に発足。「食」を通した
ふれあい活動、地域に密着した社会活動を行う。広報紙ふ
れあい通信『おいしくするかい便り』を年に3回発行し活動
内容を発信している。

ところが活動のポイントです。

　　　　　　▲植山さん　　　　　　　　▲岩丸さん



断を受けた後に、ウォーキングを勧められた人の参
加も受け入れるようになった。また「歩こう会」は、
保健福祉課健康づくり班の協力を得て、活動予
定表の作成、町の備品であるポール等の用具の貸
し出しを行う。会合の際は、利府町保健福祉セン
ターを使って活動をしている。
　今後の町に対する希望として、「歩こう会の参加人
数に対して健康運動サポーターの人数が少ない
ので、現在開講されていない健康運動サポーター
養成講座を復活させてほしい」と話してくれた。

取材執筆：酒井奏輔
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◆人数：約100名（登録者数）
◆活動エリア：利府町、主に宮城県県民の森
◆活動歴：9年
◆ブログ： http://kazuinkato.cocolog-
　　　　 nifty.com/arukoukai/

長内さん夫妻は元々運動が苦手だった
そうですが、今では楽しく歩いている

様子がうかがえたことが印象的でした。

団体の基本情報

レーダーチャート
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県民の森を歩いて健康づくり

　「利府町ノルディックウォーキング歩こう会（以下
「歩こう会」）」は、正月、お盆、ゴールデンウィーク
を除く毎週木曜日の午前中に活動している。活動
内容は、主に宮城県県民の森でのウォーキングで
ある。登録メンバーは60代から70代の約100名、
その内の7割が女性だ。活動への参加は無料で、
各回の参加者は平均40名くらいである。 
　「歩こう会」でウォーキングの指導にあたるリー
ダーの長内哲夫さんは、「ポールを使用して歩くノ
ルディックウォーキングは、上半身の筋肉も使うた
め通常のウォーキングの1.2倍相当の運動量とな

り、健康増進効果が高い」と説明する。サポーター
の一人として参加している長内敬子さんは、「県民
の森は豊かな自然からの癒しがある」ことを活動
の魅力の一つとして挙げる。また、参加者の中で、
植物に詳しい人は植物の解説をし、カメラが得意
な人は活動中に撮影した写真を「歩こう会」のブロ
グに掲載するなど、それぞれの得意分野を生かし
て会の活動に貢献している。

町の事業がきっかけ

　「歩こう会」の発足は、2009年。メタボリック症候
群の診断を受けた長内さんが利府町主催の健康

利府町協働のまちづくり活動事例集

運動サポー
ター養成講
座を受 講し
たことがきっ
かけだった。
この講座は、
住民の健康

づくりを地域で展開していくため、運動についての
基礎知識を持ち、自主的な運動活動や町の事業
に協力する健康運動サポーターを育成するもの。
講座の中でノルディックウォーキングを体験して
その魅力を知り、講座終了後に自主的にサーク
ルを立ち上げたのだ。2011年3月の東日本大震災
により、一時活動を中断したが、同年10月に活動
を再開した。2011年から2013年にかけて、歩こう会
のスタッフがノルディックウォーキングの指導者と
して認定を受けたことで、より本格的な指導が可
能となった。

利府町との関わり

　発足からおよそ10年の間に口コミなどでメン
バーを増やしてきた「歩こう会」。現在では、健康診

「利府町ノルディックウォーキング歩こう会」は、2009年発足。
利府町主催の「健康運動サポーター養成講座」を受講した
健康運動サポーター有志による自主サークルとして活動
している。同会の主な活動は、ポールを使用して歩く「ノル
ディックウォーキング」であり、毎週木曜日に宮城県県民の
森を主体に歩いている。

　　▲長内敬子さん　　　▲長内哲夫さん

利府町ノルディック
ウォーキング歩こう会
長内哲夫さん（リーダー）、長内敬子さん（サポーター）
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◆人数：16名
◆活動エリア：利府町、仙塩地区
◆活動歴：3年
◆ＨＰ：https://doremitai.wixsite.com/mama
◆ＳＮＳ：ttps://m.facebook.com/doremitai.rifu/

練習中でも子どもたちが走り回り
ながら、親子で自由に音楽を楽しむ

ことができるゆるさが素敵です！

団体の基本情報

用程度であるのが現状だ。｢どれみ隊｣は今後、他
のサークルや行政との連携を増やしてイベントの
企画に挑戦し、活動の幅を広げていく方針である。
　2019年度には、利府町まちづくり支援事業の補
助金を受け機材などを購入。その他近隣地域の絵
本サークルと連携したイベントや、仙塩地区の6～8
団体が集まるファミリーコンサートを開催する予定
である。

「サークル同士の交流を増やして、たくさん楽しい
ことをできたらいいな」と、西方さんは｢どれみ隊｣
の今後について話してくれた。

取材執筆：佐藤佑亮

 サークル内で
の役割は特に
決めずに、メン
バーそれぞれ
の強みや人脈
を生 かしなが
ら広報や機材

集めなどを行うのが｢どれみ隊｣の活動の特徴だ。
　現在｢どれみ隊｣の練習は、主に無料で借りる
ことができる地元生協の施設で行われている。西
方さんによると、楽器を演奏するという活動の特
性上、近隣への配慮が必要で、練習場所を探すこ
とには非常に苦労したという。メンバーが練習し
ている周りで子どもが自由に遊び回るようなゆる
い雰囲気が｢どれみ隊｣らしい練習風景。あくまで
音楽を楽しむことがメインのサークルだが、子育
てをする母親同士の交流の場にもなっている。

より活発な交流で発展を

　これまでの｢どれみ隊｣は単独で行う活動が多く、
他サークルとの交流は少ない。行政との関係も、
利府町に子育て支援団体として登録し、物品の借

レーダーチャート
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音楽サークル「どれみ隊」
西方日鶴さん（代表）、目黒妙子さん（メンバー）

母親たちが気軽に音楽を楽しめる場所

　音楽サークル｢どれみ隊｣の前身は、2016年2月
に活動をスタートした｢聖光ママズ･アンサンブル｣。
同じ幼稚園内のママ友3人が音楽を一緒に楽し
むためのグループだった。キリスト教系の幼稚園
だったので、教会と連携し礼拝での演奏などを
行っていた。
　その後、2018年4月から、代表である西方日鶴さ
んの「お母さん方が気軽に参加できるサークルに
したい」という思いを軸に、新たに｢どれみ隊｣の
活動がスタートした。すると、音楽活動の場を求め
ていたお母さんたちが続々と参加。出産や育児に

よって音楽活動を中断していたお母さんたちにとっ
て、気軽に音楽を再開することができるサークル
となった。現在｢どれみ隊｣は、利府町東部子育て
支援センター「ペア・きっず」などの子育て支援施
設や保育園などと協力して演奏会を開くなどの活
動を毎月1～2回行っている。

｢どれみ隊｣の現在

　｢どれみ隊｣は、16名(2019年2月時点)のメン
バーで活動している。メンバーの多くは、口コミの
ほか、Facebookや団員募集のチラシを見て集まっ
てきた。

利府町協働のまちづくり活動事例集

音楽好きの女性16名が集う音楽サークル「どれみ隊」は、利
府町と塩竈市を拠点に幼稚園や子育て支援センターで演
奏ボランティアを行っている。担当楽器も自由、女性限定、子
連れでの練習参加も自由な｢どれみ隊｣は、子どもをもつママ
たちにとって、無理なく音楽を楽しめる場となるとともに、他の
地域の方 と々関わる機会にもなっている。

ことができるゆるさが素敵です！

　　    ▲西方さん　　　      ▲目黒さん
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◆人数：6名
◆活動エリア：利府町、大郷町
◆活動歴：27年
◆ＨＰ：なし
◆ＳＮＳ：なし

子どもとお年寄りが一緒になって楽しめる
場づくりなど、豊かな発想力と柔軟な

行動力に驚きと感動しました。

団体の基本情報

また、教材費や材料費はメンバーの持ち出しが多
く、経費の負担面で課題もある。
　最近では、子どもだけでなく、高齢者施設を訪問
し、親子遊びの題材をアレンジした高齢者支援に
も活動の幅を広げている。それに伴い、看護師や
ヘルパーの資格者との連携も生まれている。将来的
には、子どもと高齢者が一緒に活動できるような
取組みが期待される。

取材執筆：五十嵐千晶

する資格を
持 つ４名 が
集 結 し 、幼
児教室など
の活動を開
始した。その
他 、町 主 催

の講座やイベント時には、託児ボランティアも
行ってきた。
　この27年間で、幼稚園は2年保育主流から3年保
育が増えるなど、子育て環境も大きく変化し、育
児支援へのニーズも変化している。決して押し付
けの活動とならないように、新しい子育て支援の
カタチを日々勉強しながら活動を継続している。

課題と向き合い、世代を超えた活動へ広がる

　子育て環境の変化を受け入れながら、たくさん
の親子とともに夢中で時代を駆け抜けてきたオル
ゴール。活動メンバー数は多い時で１２名にもなっ
たが、現在ではメンバーの生活環境の変化や高
齢化に伴い、活動ペースも縮小傾向にある。しかし
ながらも、自分たちにできるペースで活動している。

レーダーチャート
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ママたちに、子どもと遊ぶ楽しさを伝えたい

　遊びの教室に参加した親子が、家庭でも親子で
一緒に遊べるように実践型の親子遊びを工夫して
いる。「子どもたちが遊んでいるのを親はただ見て
いるのではなく、子どもと大人が一緒になって遊べ
る内容を取り入れています」と代表の荒井美代子
さんは言う。
　また、新聞紙をビリビリ破いて散らかし、思いき
り遊んだあとは、一緒にお掃除まで楽しんでしまう
など、家ではなかなかできないような遊びも人気
だ。このようにこれまでたくさんの子どもたちと遊
びを楽しみ、お母さんたちにも子育ての楽しさや

楽しみ方を伝えてきた。
　現在は、就学前の子どもと保護者を対象に、子
育て支援センターペア・キッズや十符っ子で行わ
れる「お楽しみ会」で、手遊びや体操、おはなし会
などの活動を継続している。

時代の変化とともに、常に学び続ける

　1991年頃、幼稚園入園準備として、子どもがお
母さんと離れる練習や集団で遊ぶ体験の場が必
要だと考えた利府町が、幼稚園教諭の経験をも
つ荒井さんに相談したことがきっかけとなり公民
館で「親子学級」が開講した。その後、子どもに関

利府町協働のまちづくり活動事例集

ママandキッズサポート
「オルゴール」

荒井美代子さん（代表）

1998年頃から活動を開始。現在は、利府町東部子育て支
援センター ペア・きっず、子育て広場十苻っ子の2か所をメ
インに、親子でできる遊びの教室や、託児ボランティア活動
などの子育て支援を行っている。メンバーは利府町在住の
幼稚園教諭や保育士等の有資格者６名からなる。

　　    ▲荒井さん
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◆人数：農家数15軒、人数30名ほど
◆活動エリア：利府町、多賀城市ほか（研修や講演会等）
◆活動歴：25年（平成6年から）
◆ＨＰ：なし
◆ＳＮＳ：なし

栽培や販売の技術を学びながら、
農家同士の親睦を深める場にも
なっていることが感じられました。

団体の基本情報

培をやめる農家の園地を利用し、協力隊員に栽
培や収穫を指導する。佐藤さんは「これをきっか
けに梨を生産することの面白さ・楽しさを発信し、
梨を作ってみたいという人が町内外から来てほし
い」と新しい風への期待を語っていた。

取材執筆：三星治輝

の経験をも
とに多賀城
市の農家向
けに講習会
や栽培のア
ドバイスを
行っており、

町外の梨栽培にも貢献している。JAで事務局を
担当する佐藤良さんは「現在の活動に加え、かつ
て参加していた梨栽培の技術を発表し合う全国
大会に再び参加してみたい」と意気込んでいる。

後継者不足と新しい風

　近年、高齢化や後継者不足により利府町内の
梨農家は減少している。若い人を中心に活動して
きたPear・カレッジ・りふも加入する農家は減少
し、団体の存在意義に疑問の声もあがるようになっ
た。各農家には後継者が欲しいという思いもある
が、栽培の大変さから身内でもなかなか継いでく
れないケースが多いのが現状である。
　2019年、利府町に「地域おこし協力隊」がやっ
てきた。Pear・カレッジ・りふでは、2018年度で栽

レーダーチャート

栽培や販売の技術を学びながら、
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Pear・カレッジ・りふ
佐藤良さん（仙台農業協同組合東部営農センター営農課）

若手農家が梨栽培を学び合える場

　利府町は、「長十郎」「あきづき」など梨の産地と
して知られる。仙台農業協同組合（JA）の梨部会に
加入する梨農家は、町内で約70軒(2018年現
在)。梨部会では、他県の梨生産地への視察や研修
会を行うなどの活動をしている。この梨部会に加
入している農家の中から、若手の担い手が中心と
なって1994年に組織された団体が「Pear・カレッ
ジ・りふ」である。梨部会同様の研修会のほか、実
習用の農園を利用した栽培講習（現在、実習梨園
は行っていない）、販売・生産の情報交換などの活
動を始めた。約15軒の農家が加入している。

利府の資源を支えるPear・カレッジ・りふ

　利府町には、「梨小屋」と称して道路脇に直売場
を設置し、生産した梨を自ら販売する農家が多い。
Pear・カレッジ・りふではこのような販売方法を踏
まえ、主に直売所を運営している女性を対象に

「流通学習会」を開催し、他地域の事例から農産物
販売の方法を学ぶ機会を設けている。また、利府
町観光協会の委託を受け、収穫体験や直売を行
う観光梨園の剪定作業を担っている。利府の大き
な資源とも言える梨を、生産・流通・観光という様
々な面から支えているのがPear・カレッジ・りふな
のだ。さらに一部の農家は、これらの活動や自身

利府町協働のまちづくり活動事例集

梨の産地として知られている利府町で、栽培や販売の技術
を高め合おうと1994年に組織された「Pear・カレッジ・りふ」。
他県での視察研修会や観光梨園の整備などを行い、利府
の梨栽培の発展に貢献してきた。近年は梨農家の後継者不
足が課題になっているが、新たな動きに期待を高めている。

　　    ▲佐藤さん


