
＊誰にも優しいまちに！！

＊子育て・子育ち応援社会に！！

＊シニアがシニアを支えるまちに！！

にこにこの家は、「Action with corona」を掲げ、コロナに対応しながら、
日常生活を、いつもの生活をすることを提唱して、事業を実践しています。

Ｅ-mail：nikoniko＠w2.dion.ne.jp
ＨＰ：https://nikoniko-house.jimdo.com



ＮＰＯ法人ＦＯＲＹＯＵにこにこの家

1995年度 199６年度 2000年度 2003年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度

第１フェーズ

ボランティア

グループ

FOYOU活動

７月～東中田保健センターの手伝い

６月～「機能訓練」の手伝い

２月「カニの会」

「ひまわり会」

手伝い

10月～外出時付添「にこにこデート」

第２フェーズ

にこにこの家

開設

介護予防事業

児童館事業の

展開

４月～にこにこの家で

ミニデイサービス継続

2004年度

介護予防サービス

モデル事業

６月にこにこ便利屋

４月ほっとネットin東中田事務局・代表

４月仙台市東四郎丸児童館運営（児童館指定管理）

９月

ＮＰＯ

法人格取得

2011年度 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年第３フェーズ

市民協働に

よる事業展開

シニア応援

事業

地域交流事業

児童館事業

防災・減災

事業

心の輪事業

子ども食堂

介護予防事業ミニデイサービス

住民主体による通所型

生活支援モデル事業
住民主体による

訪問型生活支援

モデル事業

住民主体による訪問型

地域支え合い活動促進事業

ほっとネットｉｎ東中田事務局・代表

仙台市東四郎丸児童館運営（児童館指定管理者制度）

４月東中田子育てネットワーク事務局・代表

４月学びのコミュニティ東中田復興プロジェクトかにっこ和太鼓隊事務局

４月白石市第一・第二児童館運営（２０２１年度～指定管理）

４月市民協働による地域防災推進実行委員会事務局・代表（仙台発そなえゲーム開

由本さんとゆかいな仲間たち

８月学びの力で元気にする会元気アップ事業（防災・減災学習プログラム開発）

仙台発そなえゲーム輪島支局

にこ寺子屋

ハリーレストラン

コロナ禍で休止

コロナ禍で休止

コロナ禍で

現在中止

7月

ボラン

ティアグ

ループ
FORYOU

４月～保健センターで

ミニデイサービス開始





つながって

仙台市東四郎丸児童館
白石市第一児童館・

第二児童館

ほっとネットin東中田
学びのコミュニティ
東中田復興支援プロジェクト
かにっこ和太鼓隊

コミュニティスクール委員
東四かにっこ放課後子ども教室

仙台市未来局児童
クラブ事業推進課・
にこにこ児童館応援隊

仙台市
教育局

仙台市市民局・
消防局

仙台市社会福祉協議会・
太白区事務所・太白区役所

行政

企業

ＮＰＯ

地域の
みなさん

日本の
みなさん

SSG仙台発そなえ
ゲーム開発・普及

白石市
子ども家庭課

学校
学校･家庭・地域

仙台市
健康福祉局

子ども食堂「にこ寺子屋＆
ハリーレストラン」

仙台市子供家庭支援課
仙台市ボラティアセン
ター・みやぎ子ども食
堂ネット（みやぎ生協）



[シニア応援事業］ ◎住民主体による訪問型地域支え合い活動

暮らしのサポート

～生活サポーター派遣～

・暮らしのお手伝いをします
・要支援１・２の方、豊齢力
チェックリスト該当の方
・四郎丸、袋原地域包括
支援センターとの連携事業



［児童館事業］ ◎手をつなぐ児童館・子どもの未来を応援する児童館

🐾子育て支援室 🐾児童クラブ
ma＊ん＊maルーム エコクラブ 畑に枝豆

 「地域のみんなで子育て」 

夏の縁日会 じどうかんまつり

 ～第一・第二児童館コラボ まち探検＆遠足～ 



［子ども食堂事業］ ◎ にこ寺子屋＆ハリーレストラン

◎にこ寺子屋＆ハリーレストラン

★１１：００～１３：００
東四郎丸コミセン＆東四郎丸児童館

みんなと食べるとき：

あそび＆学びタイム：11：00～12：00

ランチタイム：12：00～13：00

弁当配布のとき：

配布時間：11：30～12：30

♡ハリーレストランで食べる日か、

配食かは児童館だよりや会報を見てね♡

★小中高生：無料 大人：１００円



［防災・減災事業］ ◎防災・減災 実施会 ～防災教育・研修に～

平成２４・２５年度仙台市
「市民協働事業提案制度」から誕生

仙台発そなえゲーム

～震災を忘れない～
 仙台発そなえゲーム 

プレー ーが  の住民になって、
「災 に えるた に、  や地域に
 が 要か・ がで るか」について
 えながら実践 に学 る  型ボー
 ゲームです。
 対  ：小学４、 、６年生

中学生～大学生、大人
 ゲーム時間 ：４  ～   
 ゲーム人  ： グループ ～７人

 ゲームの   

 ステージ３ 
  カー （  で出来たらいいなと

  活動）を  の住民の  で２  
び、理由を  しながら、地  に い
てい ます。

 ステージ  
課 について、グループで し合い、
発表します。

課  

        

        

        

   
   

   
   

     

     

  スコット  ラク ー「そなえ  」  

一人ひとり「住 家」が り、家 や  、  の
方とつながって「暮らす家」が り、そして、「暮
らす家」がた さん まって仙台のよ なまちが
「みんなの家」になり、日本中が  中が「大 な
みんなの家」です。「そなえさん」は、
「  でそなえる、みんなでそなえる、
つながって」と「みんなの
そなえの 」を
応援しています。

    介 
住民カー を  、  の住民に
なって、   介をします。

イラスト協力：仙台市 袋原中学校   

 み   りです

 み   りです

 ステージ  
 カー （地域に ったらいいなと  

事 ）を  の住民の  で２  び、理由
を  しながら、地  に いてい ます。

 ステージ１ 
 カー （ ったらいいなと   ）
を地 の中の  や  に いてい 
ます。

国連防災世界会議で実施会 中学校で防災授業

平成２５年仙台市教育委員会
「元気アップファンド事業」から誕生

防災・減災学習プログラム

家族ゲーム 防災リュック

親子でやっても楽しいよ！

いろいろな災害の時どうする？

「リオン」にヒントがあるよ！

地域防災リーダー  講習会

＊申込受付：にこにこの家
＊後ろにある申込用紙に記
入し、FAXまたはメールで
お申し込みくだ い。

＊費用設定なし。学校は無
料。 お気持ちで結構です。



［地域交流事業］ ◎伝え合う・支え合う・つながる

◎ほっとネットin東中田 代表・事務局

（東中田地区福祉ネット・19団体連携）
・講演会、講習会（年３回）
・年間カレンダー（年３回発行）
・情報冊子発行
・助っ人マップやいっと 避難 所、
がんばる避難  の看板  

◎東中田子育てネットワーク代表・事務局
・0・1・2・3おやこひろばin東中田
・老人クラブ運動会 ・ひがしなかだかにっこまつり

◎学びのコミュニティ
東中田復興プロジェクトかにっこ和太鼓隊

～震災の記録を和太鼓で紡ぐ～
東四郎丸小学校、四郎丸小学校、袋原小学校、袋原中学校連携

東四郎丸児童館 事務局

全国児童館みやぎ大会で演奏



［心の輪事業］ ◎全国からの応援 つながって 🙏 仙台＆関西＆輪島

🐾仙台発そなえゲーム輪島支局 🐾由本  とゆかいな仲間たち

🐾西宮阪急百貨店  からの支援プロジェクト

輪島と防災連携

輪島市のみな  と 輪島高校で実施会

２０１２年から地域の子どもたちを応援してくれる関西の仲間たち

総数 3,000冊♡ありがとうございます♥２０２２年４月現在

「宮城県の児童館に絵本を贈ろうプロジェクト」

https://nikoniko-house.jimdofree.com/%E4%BB%99%E5%8F%B0%E7%99%BA%E3%81%9D%E3%81%AA%E3%81%88%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E8%BC%AA%E5%B3%B6/

