■どん な団 体

大船渡市社会人サークル
■ 活動の 目的

市は、 とも に協 働 する まち
づく りを 目指 してい ます 。
この コー ナー では 、大 船渡
市 市民 活動 支援 セン ター の協
力 のも と、市 内 の市 民活 動団
体 やイ ベン ト情 報な どを 紹介
します。第１０１回は、「大船
渡 市社 会人 サー クル 」の 紹介
です 。

■皆 さん に一 言

れ ～♪ 参加 しな けれ ば分 から

「 皆で 楽 しみ たい 人は 集ま

有志 企業 と団 体を 母体 とし て

ない 楽し さが ここに はあ る」

年に 、大 船渡 市内 の

と 親睦 交流 を促 進す ると とも
設立さ れま した 。

平成

に 、地 域の 企業 ・団 体と 連携
令 和４ 年７ 月

社会 人の 知識 ・教 養の 向上

し て多 様な 体験 ・交 流機 会を

員数 は１ ９９ 人で す。

勉 強会 など 、さ まざ まな 活動

今年 度は 、異業 種 交流 会や

創 出し、 社会 人生 活の充 実と 、

上な ら居 住地 域に 関わ らず 、

をし てい ます 。

日現 在の 会

地 域社 会の 発展 に寄 与す るこ

どなた でも 無料 で会員 にな れ、

好き・ 得 意・や って み たい

ゲ ーム サー クル 、料 理教 室、

と を目 的と して 、活 動し てい

体験 ・交流 の 機会 や勉 強会 を

こ とな ど、活 動 企画 も募 集中

歳以

ま す。

開催 して おり 、ホ ーム ペー ジ

ち 上げ るこ とも 可能 です 。皆
でゆ るー く楽 しもう ♪
活動 の様 子や 最新 のお 知ら

）

せ は、ホ ーム ペー ジ をご 確認
くだ さい 。
▽問 い合 わせ 先
大船渡 市社 会人サ ーク ル
（ 察影 ７５８
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渇友だち追加方法＝以下の２次元コードを利用
するか、ＬＩＮＥアプリの友だち追加機能→
検索でＩＤ「＠668euvtm」
をご入力ください。
渇注意事項＝ＬＩＮＥ公式アカウ
ントでイベント・セミナー情報
を発信してほしい団体・個人は、
問い合わせください。
ＬＩＮＥ公式
渇問い合わせ先
大船渡市市民活動支援センター
（察頴5702）

大船渡市市民活動支援センターでは、ＬＩＮ
Ｅ公式アカウントを開設し、市民活動や地域活
動に関するイベントやサロン、セミナーのボラ
ンティア募集、市民活動メンバーの募集など、
さまざまな情報を随時配信しています。
「大船渡
にどんな活動があるのか知りたい！」
「地域を良
くする活動に参加してみたい！」と思っている
人は、ぜひご登録を！
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で す。仲 間と 一 緒に 企画 を立

異業種交流会
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ＬＩＮＥ公式アカウント
友だち募集中！

大船渡市市民活動支援センター
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での情 報発 信も 行って いま す。
食育プロジェクト 生産者教室

【大船渡市社会人サークル】
http://circle.japan-msc.com/ofunato

（6）

