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マンスリーサポーターになるには、こちら
からお手続きください。毎月1,000円から
お選びいただけます。

体験型地域塾「じもとまるまるゼミ」（通称まるゼミ）は、
気仙沼の地元漁師はじめいろんな大人が先生になって、
地元の中高生が地元のくらしや仕事を半日間体験できる
地域塾です。漁業はじめ様々な業を「学科」として用意
することで、地域がまるごと学びの場になります。

マンスリー
サポーター
募集中！

まるオフィスでは、気仙沼の次世代を担う子どもたち
に「いきぬく力」を届ける活動を行っています。将来
の社会/まちづくりを担う人材の輩出に向けて、皆さま
からのご支援を受け付けております。

活動を応援する仲間になってください！

http://maru-office.com/support_donation

その都度、自由な金額でのご寄付もありがたくお受けしています。

銀行口座

気仙沼信用金庫 本店（店番 001）
普通預金  /  口座番号 0002218  /  社）まるオフィス

※お振込者名の前に「キフ」とご明記ください。（例）「キフケセンヌマタロウ」

あなたの応援はこの活動になります。

詳しい活動内容は本誌 P4,5 をご覧ください。



 P04 -05
じもとまるまるゼミ地域ぐるみで次世代に投資

する“協働”の仕組みづくり

プロジェクト：

①1988年
②東京都
③2011年

ローカルマネジャー

まるオフィスに加わったのは
2017年。今まで以上に、新し
いことや多くの方と共に取
り組むことが増えた1年でし
た。日々刺激をもらい、私を
含めスタッフ一同大きく飛
躍できた年だったと思いま
す。そんなまるオフィスを、
これからも見守って頂けた
ら嬉しいです。よろしくお
願いします！

１年間のインターンを通し
て感じたことは、このまちは
とってもワクワクするとい
うこと。まちの子供たちの表
情を見ると、これから気仙沼
がどう面白くなるのかワク
ワクします。“生きる力”があ
る気仙沼の皆さんと過ごし
た１年は私にとって貴重な１
年となりました。2018年度も
応援お願いします！

稲葉美羽
2017年度インターン生

気仙沼にUターンし、13年ぶ
り（！）の故郷での暮らしは、
想像を遙かに越えて刺激的
でした。本当に皆さんのお陰
で、感謝して過ぎた日々です。
右も左も分からずスタート
しましたが、スタートした日
のワクワクは1年経ってもそ
のまま。2018年度もさらに
ワクワクするんだろうと思
います！

千葉可奈子

一般社団法人まるオフィスについて

一般社団法人まるオフィス（以下、まるオフィス）は、宮
城県気仙沼市で活動するまちづくり会社です。東日本大
震災を機に気仙沼に移住した若者と地元の若者が 2015
年春に立ち上げました。“種まき” “マッチング” “応援”と
いう3つの軸で、事業を展開しています。

地域に自分ゴトを
ひとりひとりが自分ゴトとして地域ゴト
のくらしを受け継いでいく社会を

2017 年はじもとまるまるゼ
ミが始まった年。いろんな
方々や地元企業に協賛を頂
き始めた年でもあり、地元・
気仙沼での講演の機会が増
えた年でもあります。教員
の会議、経営者のセミナー、
漁師のOB会など業界はさま
ざまで、とても有り難かった
です。次年度もどんどん内外
に発信していきたいです！

まるオフィスのメンバー

根岸えま
移住して３年、まるオフィス
も３年目の今年度は、新しい
メンバーも増え、とっても賑
やかな１年でした。そして、
全員で目指したい方向も見
えてきています。地域の人に
助けられ、市外の人に応援し
てもらい、３年目を走り抜け
てきました。2018年度もさら
にパワーアップするまるオ
フィスをお楽しみに！

小林峻

気仙沼で活動するようにな
り間もなく丸７年。20代の大
半を過ごし、たくさんのこと
を気仙沼から教わりました。
まるオフィスで活動したこの
３年は、自分の力でどこまで
価値を出せるのか仲間とも
がきながら作る期間で、この
2017 年は特に大きく動いた
１年でした。支えていただい
た全ての方に感謝です。

加藤航也
理事兼事務局長

2015 年に立ち上げたまるオ
フィスもあっという間に３
年。目の前のモノを一つずつ
拾い前に進んできましたが、
今年度は各々の想いを話し、
「もっと先を目指す」ことに
挑戦しました。そしてそれを
応援してくれる存在を感じ
られた１年でした。１年後は、
また新しい景色が見えている
かも！今から楽しみです！

いつもまるオフィスを応援
いただきありがとうござい
ます！移住２年目の気仙沼
生活は、１年目とまた違って
とても刺激的な１年でした。
全員でまるオフィスのこれ
からについてたくさん話し
合いもしました。2018 年度
は、各々の思いを大切にしな
がら力を合わせ、もっともっ
と頑張ります！

小町香織

宮城県気仙沼市について
宮城県最北東端の太平洋沿岸に位置す
る気仙沼市は、人口およそ6万4000人の
まちです。豊かな自然の恵みや景観、そ
して世界に開かれた港町が築いてきた
歴史や文化が受け継がれています。
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まるオフィスのミッション  「気仙沼に関わる若者の活動人口を増やす」

地域内の中高生

地元企業 & 経営者

地域内の若者
（地元 & 移住者）

全国の若者
（出身者 & ファン）

理事 ローカルマネジャー

矢野明日香
ローカルマネジャー

加藤拓馬
代表理事

①生まれた年 ②出身地 ③移住した年

①1989年
②兵庫県
③2011年

①1989年
②福井県
③2015年

①1989年
②岐阜県
③2016年

①1991年
②東京都
③2015年

①1996年
②静岡県

①1992年
②富山県
③2015年

名称：一般社団法人まるオフィス
設立：2015年4月1日
所在地：宮城県気仙沼市唐桑町松圃234

役員：
代表理事   加藤拓馬
理事   小林峻、立花淳一、加藤航也
監事   男乕治史

組織概要

高校卒業時
 90% 流出

 P06 気仙沼市移住・定住
        支援センター MINATO
 P07 気仙沼実践型

地域内外の活動的な人材を
マッチングする機会づくり

プロジェクト：

 P08 気仙沼市担い手
        育成支援事業

ひとりひとりの挑戦を応援
する環境づくり

プロジェクト：

応援 マッチング

種まき

その他
 P09 からくわ丸
 P09  Pen.turn

～ペンターン女子の休日～

ACTION ! ! ACTION ! !

Ready for
ACTION ! !

気仙沼市移住・定住支援センター
MINATO 地域おこし協力隊

まるゼミ MINATO 担い手 インターン MINATO まるゼミ MINATO 担い手 インターン 担い手 まるゼミ MINATO

輩出

まずは気仙沼に自分ゴトを生み、くらしが持続するべく、地域のためにアクションを起こす若者を地域内外問わず全国に増やします。
地域内で若者の人材育成に取り組むほか、地域内外の人材マッチングを行う、地域の仕掛人(ローカルマネジャー)になります。

インターンシッププログラム

①1985年
②気仙沼
③2017年



◯◯を笑顔にすべく
コトを企てる力

しごとメーカーズ
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じもとまるまるゼミ

体験型地域塾「じもとまるまるゼミ」（通称まるゼミ）
は、気仙沼の地元漁師はじめいろんな大人が先生とな
り、地元の中高生が地元のくらしや仕事を半日間体験
できる地域塾です。さらに、体験プログラムの提供だ
けではなく、地域が次の世代と協力して育ち合う＝協
育の仕組み（エコシステム）づくりをしていきます。

種まき
地元のくらしがい、はたらきがいを、いきぬく力に。

活動内容

子どもも地域も豊かになる『まるゼミメソッド』

参加したこの子たちが唐桑の将
来を担うと思うとたくましくて
感心した。あいつらの表情を見て
いると唐桑の課題解決の糸口が
見える気がする。将来が楽しみ。
(地元漁師 )

○○先生の声すなどり学科

「すなどり」は漁を業とする人、つまり漁師という意味。
すなどり学科は、気仙沼 / 唐桑地域の漁師が先生です。
浜の漁師ぐらしの魅力をたっぷり伝えます！

農家学科

農家学科では、りんご農家や野菜農家、お米農家に弟子
入り！収穫だけでなく、袋詰めにして直売所へ出荷し、
農家の仕事をまるっと体験しました。

やっくんゼミ「牡蠣の養殖漁師体験」/ こはまゼミ「ホタ
テの養殖漁師体験」/ 武丸ゼミ「真夏のアナゴ漁へ GO！」
/ 松島網&みきおゼミ「カツオ船へのイワシ売り見学」「秋
鮭の定置網漁体験」/かずまるゼミ「タコかご漁師体験」/
萬漁丸ゼミ「アナゴ漁師体験」

獲
った
魚をその場で

調
理
！

戸羽貫ゼミ「唐桑のりんご
農家体験」/ 田端ゼミ「唐桑
の農家ぐらしまるっと体験」
/ 戸羽毛ゼミ「唐桑で田ん
ぼ！？農家体験」

海を眺めながらたけのこ
狩りができるのは
ここならでは！

地元
企業

との
コラ
ボ

毎回いろんな先生から人生論を
学べる。震災後行けなかった海に
行けるようになり、魚が触れるよ
うになり、海に対して怖さがなく
なった。これからも参加したい
し、他の中学生にももっともっと
参加してほしい！（中3女子）

ゼミ生の声

その他の学科

その他、「まちづくり学科」「デザイナー学科」「クラフ
ト学科」「伝統芸能学科」「やってみた学科」など、さ
まざまな学科・ゼミを開催しました。

地元企業とコラボして進化したまるゼミ「しごとメー
カーズ」！中高生が企業からのミッションに挑戦する実
践型のゼミです。記念すべき第 1 回目は、ネットショッ
プを運営する「気仙沼さん株式会社」とのコラボです。

唐桑中学校、小原木小学校、中井小学校の総合学習に参加し、フィールドワー
クや講話を行うなど、授業のサポートも行なっています。

総合学習サポート

まちづくり学科・からくわ丸ゼミ「小学生に地元の魅力を
伝えよう！」/ デザイナー学科・あゆみゼミ「デザイナー
体験」/クラフト学科・Coco 唐ゼミ「雑貨づくり体験」/
伝統芸能学科・松圃虎舞ゼミ「伝統芸能虎舞体験」/やっ
てみた学科・からくわ丸ゼミ「浜へ釣りに行こう！」

唐桑中学校：海洋教育（3年生）・福祉講話（2年生）・防災教育（1年生）/小原木
小学校：総合学習サポート（6年生）/中井小学校：総合学習サポート（5年生）

じもとまるまるゼミ

まるゼミは、公式サイトや SNSでも情報発信
をしています。ぜひご覧ください！！

LINE@
はこちら

サポーター募集を始めました！

サポーター詳細は本誌裏表紙をご覧ください。

本取り組みを持続可能なものにすべく、今年度から
サポーター（個人寄付）制度、地元企業のスポンサー
制度を始めました。

自己
有用感

主
体
性

協
働
性

い
き
ぬ
く
力

人
生
の
選
択
肢
が
広
が
る

地元志向
地元の自分ゴト化
（愛着と課題意識）
多世代との交流

未来志向
絶対解のない
未来に対して
わくわくを感じる

「生き抜く力」
Vitality
＋

「息抜く力」
Resilience

…

地元に貢献する
という選択肢

一歩を踏み出し
アクションに移す力

自分は誰かの
役に立てる！

独りじゃムリ！

企画力 / 実行力

地域ぐるみ
の“協育”ES

エコシステム

地域ぐるみの参画＆地域も成長

私
が
や
り
た

い
ん
で
す！

アイデンティティの芽生え 視野の広がり 将来にポジティブ

地元のくらしがい・
はたらきがいを
体感する

テーマ



= どちらとも言えない =おそらく暮らさない=どちらとも言えない

16.4

10.9

8.6

8.6

住環境 20.3
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気仙沼市移住・定住支援センター MINATO
想いに寄り添う、くらしの総合窓口。

近年、まちに住む人たちのパワーに惹かれて集まってくる移住者が増えています。震災を経験した気仙沼だからこ
そ生まれた、新たなものを生み出すエネルギーや何かが起こりそうなワクワク感。MINATOでは、Uターンや Iターンの
相談から、移住した人の定住支援まで、ひとりひとりの想いを形にするサポートをします。

活動内容
くらし

気仙沼で活動するサークルや地域団
体などの紹介のほか、子育て・福祉の
こと、先輩UIターン者のリアルな声を、
WEBやSNS 等で発信しています。

しごと

気仙沼にある魅力的なしごとを紹介。
実際に現場をまわる企業訪問ツアー
や、気仙沼で働く人から気仙沼の仕
事の内容ややりがいを聞ける「けせ
んぬましごとカフェ」などを開催中！

空き家バンク

気仙沼の民間不動産会社25社と連携
し、空き家の発掘、紹介をしています。
空き家物件以外にも、メールを使っ
た物件情報のやりとりを行い、移住希
望者の住まいの相談を受け付けます。

交流会・イベント

気仙沼とつながるきっかけとなる交流
会を東京・仙台で実施。また、気仙沼
では移住者がより地域とつながれる、
地元のサポーターとの交流会も実施
しています。

お試し移住プログラム

学生や社会人向けなど対象別の中短
期滞在プログラムを実施。地域のくら
し体験や、初めて東北に来た人へ向
けたツアー、学生向け実践型インター
ンシップ事業との連携をしています。

サポーター制度

移住者にとって必要な「地域に入る
作法の会得」と「顔の見える関係性づ
くり」をサポーターとともに行い、「オー
ル気仙沼」の体制をつくっています。

新成人を対象にアンケートを実施！
2018年気仙沼市成人式にて、新成人を対象にアンケートを実施（有効回答数134件）。 
市外在住者の約6割が気仙沼で暮らしたいと思っているにも関わらず、実際に帰って
暮らすか？という問いでは、「おそらく暮らすと思う」が2割ほどに止まっています。 気
仙沼に戻ると考えた場合、最も心配なことはダントツで「仕事に関すること」でした。
気仙沼に戻りたいけど戻れない、そんな現状があります。 

仕事

生活・娯楽

医療・福祉
・子育て

10 20 30 40 50 60 700

67.2

36.7

●気仙沼企業訪問ツアー 
実施回数：1回、参加者数：6人
●けせんぬましごとカフェ
実施回数：5回、参加者数：54人

●東京  実施回数：4回、のべ参加者数：82人
●仙台  実施回数：1回、のべ参加者数：6人
●気仙沼 実施回数：1回、のべ参加者数：38人

実施回数：7回（共催：6回、主催：1回）
のべ参加者数：60人（学生：28人、社会人：32人）

移住・定住サポーター数：54人・団体

（
%
）

人間関係
職場以外の
コミュニティ
特になし

1.6その他

Q.気仙沼で暮らすと考えた場合、
心配だと思うことは？

Q.気仙沼で暮らしたい
と思うことはある？

移住者紹介

昆野哲
気仙沼出身
2017年移住

地域おこし協力隊として人材育成に
携わる傍ら、唐桑半島の空き家改修
ワークショップなどにも参加している。

八重柏わか
岩手県出身
2017年移住

気仙沼の企業へ就職のため移住。交流
会をきっかけに、気仙沼みなと祭りや
ぬま塾などの地域のイベントに参加。

Q.将来気仙沼で暮らす
可能性はある？

= とても思う

=あまり思わない

=全く思わない

=やや思う =必ず暮らす

=暮らさない

=おそらく暮らす

19.4%

16.4%

46.3%

9.7%

8.2%

20.9%
17.2%

46.3%

10.4%5.2%

マッチング
テーマ

マッチング
テーマ

空き家物件登録数：23回
空き家バンク利用登録者数：100件
空き家バンクマッチング件数：7件

気仙沼から水産資源利用の
革新に挑戦！水産資源の
“真の価値”を発信するプ
ロジェクト

 気仙沼実践型インターンシッププログラム

フラッグシップ・インターン

どうせやるなら“本気”の現場へ。本気の仕事が、ここにある。

1ヶ月以上の一定期間、学生が気仙沼の企業に入り込み、企業の課題解決に取り組む実践型インターンシップです。
2015年度から始動し、3年目を迎えました。「働く」とは「傍(はた)を楽(らく)」にすること。仕事とは本来、顧客を楽にし、
事業を通じて世の中を幸せにする活動です。「気仙沼の仕事」はそれを体現しています。単なる利益追求ではなく、
地域に根差し、地域がよりよくなるための手段として事業を行い、利益を地域に還元する。そんな企業に若者が入り
込み、企業と一緒に課題解決に取り組むことを通して企業により活力が生まれ、若者は将来のために成長できる。そ
んな機会の提供を目指しています。

創業 60年以上の地元水産業者。2017年度からインター
ン受入を開始し、これまで計２回実施。水産業にとって
大きな課題になっている「資源管理」に対して警鐘を鳴
らすべく、広報を強化するためにインターンを導入。「気
仙沼の水産業の現状」を切り取ったドキュメンタリー映
像を制作することで、同業者に対しての発信や社内向け
の意識改革ツールとして活用。今後の展開に活かす予定。

プロジェクト事例

創業50年以上の地元建設業者。2016年度からインター
ン受入を開始し、これまで計４回実施。中長期的な人材
採用を考えたなかで、現在の小中学生が持つ建設業のネ
ガティブなイメージを改善すべくインターンを導入。市
内の学校向けアンケートや模擬授業などを実施した末
に、2018年度より市内中学校3校にて、商工会議所と連
携をして、「地域の仕事に触れる授業」を展開予定。

山形大学、東北学院大学、東北芸術工科大学、上智大学、
立教大学、中央大学、東洋大学、昭和女子大学、和光大学、
群馬県立女子大学、環太平洋大学、琉球大学

2017年度の成果
受入企業・プロジェクト 参加学生

株式会社菅原工業
建設業のイメージ革新を
目指す情報発信プロジェクト

株式会社足利本店
水産資源の“真の価値”を
発信するプロジェクト

株式会社菅原工業

建設業のイメージ革新を目
指す情報発信プロジェクト

株式会社足利本店

株式会社岡本製氷冷凍工場

水産と観光の融合！氷を
使った新たな観光産業の創
出プロジェクト

pensea  - ペンシー -

「デザイン×地域教育」で地
域の未来をつくるプロジェ
クト

株式会社パートナーズ

次世代型の組織づくりに挑
む地域ベンチャーの採用力
を上げる人事インターン

株式会社八葉水産

起業志望者求む！敏腕社長
のもとで新たなローカルベ
ンチャーを立ち上げよ！

2017 年度参加学生：14人

2017年度受入企業：10社
（夏休み：4社、春休み：6社）

一般社団法人まるオフィス

地方と都会に“人の循環”を
つくりだす。大学生を地域
と繋げる仕掛け人に挑戦！

本事業は「平成 29年度復興庁伴走型人材確保・育成支援モデル事業」
との協働で行っております。

さん

さん

（27）
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「まちづくりの力・地域への愛
着は幼いころその地域で遊ん
だ記憶にある　 」ふるさと み
なまた いなか学校（熊本県）の
このフレーズがきっかけで始
まった地元の子ども向けの企
画。夏には唐桑町まちづくり協
議会とコラボした「浜のまち

テーマ

畑づくり大作戦
しゅうかく&お店たいけん！

08 09

20～30代の地元＆Iターン者で活動する、気仙沼市唐桑町のまちづ
くりサークル。2012年に設立し、唐桑地域でまち歩きや子どもたち
の地元体験プログラムを展開しています。地域を元気にするために、
唐桑でやりたいことをやってみることができる「場」です。

 わかものまちづくりサークル

からくわ丸

唐桑をひとつに、唐桑を色どる。

Pen.turn【名】：ペンターン。“Peninsula turn” の略。「半島移住（Iターン）」の造語。
三陸のある7000人の小さな漁村、気仙沼市唐桑町に移住してきた移住ガールズ（通称：
ペンターン女子）は、古民家・唐桑御殿でシェアハウスしながら、漁に出たり、畑に行っ
たり、唐桑での暮らしを楽しんでいます。

Pen.turn
～ペンターン女子の休日～

からくわ丸の半島移住女子による

ふるさと からくわ いなか学校 じゅいじゅいラジオ

ラヂオ気仙沼「ぎょっとエフエ
ム」（77.5MHz）で、月1回（第2
木曜19時～）の３０分番組でパー
ソナリティを務めています。な
んと2013年から５年続く長寿
番組！ラジオでは唐桑の情報
や活動報告を楽しく発信して
います！

畑づくり大作戦

自給自足のために漁業と農業
を併用する「半農半漁」が唐桑
のライフスタイル！からくわ
丸では、子どもたちと畑でウニ
殻肥料づくりから収穫までを
行い、子どもたちに地域の知恵
に触れてもらうことで、唐桑を
元気にします！

からくわ丸の大漁どっこい！

ふるさと からくわ いなか学校

御崎神社 宵祭り
に出店

唐桑町綱引き大会
に出場

月立地区駅伝大会
に出場

気仙沼みなとでマルシェ。
に出店

畑づくり大作戦
ツバキのたねを拾おう！

畑づくり大作戦
サツマイモを収穫しよう！

畑づくり大作戦
サツマイモのなえをうえよう！

畑づくり大作戦
タケノコをゲットしよう！

畑づくり大作戦
はたけをはじめよう！

Pen.turn 女子ブログ更新中！

ペンターン女子のイキイキした毎日をお届けするブログをやっ
ています。ブログのリンクはこちら。http://pen-turn.com/

ペンターン女子が 3人増えました！

織笠有加里 西川緑 若林詩織
現在地域おこし協力隊
として、観光の仕事を
している。お父さんが
大の唐桑ファン。

大学の単位を取り終え、
大学生ながら移住。唐
桑のまちづくりに携わ
る予定。漁師が大好き。

大学時代に訪れた唐桑
が忘れられず、神奈川
から移住。地域教育の
仕事をする予定。

ペンターン女子プロフィール

稲葉美羽 男乕祐生 小町香織
まるオフィスのインター
ン生として大学を休学
し、1年間移住。好きな
ものはホタテ。

震災ボランティアを機に
移住し、地元の人と結婚。
移住者や地元の人たち
と話をする時間が好き。

まるオフィス職員（～H29
年度）。好きなものは本
と写真と音楽。ペンター
ン女子の地下アイドル。

佐々木美穂 根岸えま 矢野明日香
山に入って木を切るこ
ともある林業女子。愛
犬のウミと戯れている
ときが一番幸せ。

まるオフィス職員。唐桑
の漁師の生き様に惹か
れ、移住を決意。好きな
料理は、メカのたたき。

まるオフィス職員。「手
作りの田舎生活」にあ
こがれ、移住。韓国が大
好き。

1997年
山口県
生まれ

1993年
神奈川県
生まれ

1996年
静岡県
生まれ

1992年
奈良県
生まれ

1992年
富山県
生まれ

1992年
兵庫県
生まれ

1991年
東京都
生まれ

1989年
岐阜県
生まれ

浜のまちがっこう

気仙沼サンマフェスティバル
に出店

5/7

5/21

6/10

7/15

8/13

8/20

10/7,8

10/14

10/29

11/5

11/26

1/14

3/25

総大将（代表）：立花淳一
副長（副代表）：梶原政芳
　　　　　   金 野  諒
事務局：一般社団法人
　　　   まるオフィス

2017年度 年間スケジュール

1993年
宮城県
（仙台市）
生まれ

参加者数：112人（全5回実施） 参加高校生：7人

ぬま大学

「気仙沼で何かやって
みたい」そんな想い
をもつ若者が、約半
年間、自らが気仙沼
で実行するプランを
作り上げる実践塾。

佐藤光彦 　　 （26）   気仙沼出身

気仙沼に暮らす10～30代の若者を対象に「学びを得る」「仲間と出会う」「地域の魅力や課題を発見する」「“やりたい”
気持ちを応援する」プログラムを実施し、地域で活躍するまちづくりの担い手育成に取り組んでいます。

活動内容

気仙沼市担い手育成支援事業
ひとりひとりの挑戦を応援する気仙沼に。

ぬま歩き

地元の若者、地元の
大人、市外に住む若
者が一緒に地域を歩
き、新たな視点で地
域の魅力や課題を探
すフィールドワーク。

ぬまかい

気仙沼の高校生が地
域の大人や教育系NPO
と一緒に、地域で学
びながら「気仙沼をこ
うしたい」という想い
を実践する場。

2017年度の4大ニュース！

ぬまトーーク

気仙沼の課題や魅力
をテーマとして取り
上げ、参加者同士が
自由に楽しく語り合
い、アイディアをふく
らませる語り場。

ぬま塾

気仙沼で活躍してい
る経営者、活動家の
先輩をゲストに招き、
若い頃の苦労話や失
敗談まで、赤裸々な
人生談を聞く会。

第３期となる今期は、10名
の受講生がマイプランを形
にしました。11月末に行っ
た最終報告会では、市内外
の方約100名の前で半年間
の想いを発表し、大盛況の
うちに幕を閉じました。

今年度３回実施したぬま
トーークは、それぞれ「農
業」「林業」「気仙沼での働
き方」をテーマに参加者が
話し合い、アイデアを出し
合う、想いを共有する会に
なりました。

今年度5回実施したぬま塾。
12月に実施した記念すべき
第20回では、過去のぬま塾
ゲストと、ゲストと一緒に活
動する若者が 2 組登壇し、
それぞれが行っている「協
働」について対談しました。

ぬまかいから発展した本企画
は、気仙沼の高校生がマイプ
ロジェクトを考え、実践する
機会として今年度から開始。
行政や教育系NPOと協働し、
7名の高校生のプロジェクト
立案と実践を応援しました。

＼ ぬま大学：第 3期が修了／
ぬまトーーク：
農業・林業・働き方をテーマに実施

ぬま大生：10人 参加者数：98人（全3回実施）

＼ ぬま塾：祝・第20回 ／ ＼ 気仙沼の高校生マイプロジェクトアワード／

気仙沼のチャレンジャー紹介
高橋 えり　　　　　岩手県出身

ぬま塾他市内のイベントに参加するうち
に気仙沼が好きになり移住。ぬま大学２
期生として、子供服のリユース・リサイク
ルプロジェクト「みんなのたんす」を創業。

2年前にUターンしてきた八瀬地区出身者。
ぬま大学２期生として、八瀬地区に住む若
者が集まり語り合う場「８のつく日は八瀬
の日」を企画し、継続的に開催中。

参加者の推移
各事業におけるのべ参加者数は、このように推移しています。

= ぬま歩き

= ぬま塾

= ぬまトーーク

= ぬま大学

= ぬまかい
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応 援
テーマ

がっこう」も開催。浜のまち＝
唐桑ならではのくらしや遊びを
通して地域の魅力を感じられ
る「がっこう」です。

さん（23）

さん



まるオフィスの皆さんには、復
興・創生インターンシップで大
変お世話になりました。これま
で気仙沼の「内」と「外」とを繋
げてきたからこそ、熱い経営者
がインターンの受入先となり、
そして、全国の学生が課題に挑
戦し、気仙沼を好きになって修
了していきました。来年も良質
な挑戦の現場を全国の若者に提
供してください。

私にとってまるオフィスは「同志」
です。別の団体として共に活動
を展開する中、連携や協働とい
う言葉ではあまりにも足りない
と感じています。偶然にも気仙沼
という地で同じような境遇のもと
出会い、豊かな人で満ちていく気
仙沼の未来を描き携わっていき
たい、そんな同じ志を持つ何よ
りも大切な仲間です。これから
も同志として気仙沼のために共
に走り続けていきたいです。

気仙沼が進める「市民が主役の
まちづくり」において、まるオフィ
スは地域に新風をもたらし、若
者支援や移住定住支援など構想
の一翼を担ってきました。その
根底には唐桑というフィールド
があります。地域に根差し、愛さ
れ、戻れる場所があるからこそ翼
を広げて活躍することができる
のです。地域を大切に、そして今
後とも気仙沼の“ワクワク”の未
来づくりに手を貸してください。

まるオフィスさんの活動は、気仙
沼に関わる元気な若者を増やす、
というミッションの大きさが素晴
らしいと思います。地元出身で U
ターンした人間として、同じゴー
ルを目指してくれる存在は非常
に心強いです。まるゼミ、フラッグ・
シップインターンなど、いろんな
事業で関わってますが、たくさん
の活動に埋もれることなく、常
に高い目線を持って、今後も一緒
に活動して行きましょう！

震災の瓦礫撤去ボランティアが
きっかけで皆さんと出会い、地
元の「当たり前」が「当たり前で
はない魅力」であることに気づ
かされました。高校卒業と同時
に仙台へ出ましたが、まるオフィ
スが結成されたことを知り、私
も地元の人間として負けてられ
ないとUターンし、家業を継ぎま
した。今後も、皆さんの活動に影
響を受ける若者が増え気仙沼が
賑わう事を期待しております。

10 11

みなさんからの応援メッセージ

まるオフィスの皆さんと出会っ
てから５年が経とうとしてます。
当時小学６年生だった私は、皆さ
んの存在に大きく衝撃を受けた
のを覚えています。私のような
高校生のやりたいことに協力し
てくださる皆さんが大好きで
す！人生のなかでかけがえのな
い出会いをしたと自信を持って
言えます。今後は皆さんとこの
気仙沼で世界に発信できるよう
な活動をしてみたいです！！

　唐桑半島の空き商店に事務所を開設したのがちょうど３年前。寒々とした空間の一角を空の
ショーケースで L の字に区切り、デスクの上には３人それぞれのノートパソコンが１台ずつあった
だけで、このがらんとしたスペースが逆に自分たちののびしろを感じさせるのでした。想いだけは
一丁前でしたが、頼みの綱は申請中の助成金一本、というあまりに不安定なスタートで、それでも
わくわくしていたのは、とんでもなく当人たちが呑気で鈍感だったんだと思います。そしてその呑
気さを生んだのは、まだ色濃く残っていた復興の追い風と地元のあたたかい目でした。

　漁師との「協育」事業を起点に、移住者を呼び込む事業、若者の人材育成…と事業領域は拡大し、
３年経つころには仲間は８名になっていました。はた目から見れば順風満帆でしたが、助成金や委
託金などどれも時限ある予算ばかりで、いわば復興＆創生バブルのような状況です。２０２０年度で
復興財源による助成金、委託金は切れます。そんな危機を目の前にしたこの３年目は、一度立ち止まっ
て、私たちはどこを目指しているのか８人で設定し直した年でもありました。持続可能な「いなか」
のロールモデルをつくりたい、そのためにまず気仙沼の「活動人口」を増やしたい。私たちが挑戦し
たいことです。

　全国から「いなか」が消滅した日本はどうなるのでしょう。標準化されたくらしを営むコンパク
トシティが大都市周辺につくられ効率性を得る替わりに、里山里海のくらしの多様性は失われます。
一方、AI革命はじめ不確実な未来がやってくる社会は、創造的で多様な協働ができる人材を求めは
じめています。東京から離れて気仙沼でくらすうちに、多様な人材を社会に輩出するのは津々浦々
の多様なくらしだと信じるようになった私たちは、持続可能な地方は持続可能な社会に直結すると
考えるようになります。では消滅しないためには何が必要なんでしょうか。

　「僕は高校生のときあなたに出会って変わった。だから今度は僕が地元に帰って１８歳の僕に出会
いたい」そう言って気仙沼に U ターンしてきた若者がいます。もう数年前の話ですが、彼のその言
葉は今も私の励みになっています。きっかけを生んで、アクションが次のアクションに連鎖する仕
組みをつくる。今、地域に必要なのは仕組み創造型のコーディネーターだと確信しました。まだま
だ職業として成立していませんが、地域内外のプレーヤーや予算を組み合わせながら、持続可能な
地域づくりに挑戦する仕掛人こそ、必要なのだと。

　まるオフィスが生まれて３年が経ちました。呑気な若造たちは、いろんな人に励まされながら少
しずつ成長しています。「いいことをやってるが所詮それ止まりだ」という北風のような激励もあ
れば、「メシが食えない？しょうがないよ、最先端にいるってことだ」という太陽のような激励も受
けます。そして、次の１年もみなさんの励ましを成長に変えながら、まるオフィスは歩いていきます。
ここまで読んでくださり、ありがとうございました。これからも挑戦し続けることを誓って、筆を
おきたいと思います。

まるオフィスが生まれて 3年が経ちました

一般社団法人まるオフィス
代表理事 加藤拓馬
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当誌は、以下の事業・助成を活用し発行しています。
平成 29年度みやぎ地域復興支援助成金
平成 29年度気仙沼市担い手育成支援事業

小野寺憲一 気仙沼市震災復興・
企画課 課長

アサヤ株式会社
専務取締役廣野一誠 アサヤ株式会社
専務取締役 成宮崇史 認定NPO法人

底上げ 理事

渡辺一馬 一般社団法人ワカツク
代表理事 川村俊 気仙沼市唐桑町出身

有限会社川村海産 伊藤夕妃 唐桑中学校卒業生
気仙沼高校1年生
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がんばれまるオフ
ィス！
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