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2017仙台市長選

＜仙台市長選＞候補者に言いたい

シェア

ＮＰＯスタッフ

仙台市長選（２３日投開票）が始まり、まちの
未来を巡る舌戦が各地で繰り広げられている。杜

簡単２分！活力に関するアンケートのお
願い

の都の新たなリーダーに、人々は何を求めるの
か。各方面から候補者に直言してもらう。（仙台

詳しくはこちら

協和発酵バイオ

市長選取材班）
◎鈴木康真さん（２９）ＮＰＯ法人アスイクス
タッフ・若林区

新着情報一覧

ＮＰＯ法人アスイク（宮城野区）のスタッフと
して、登校するのが難しい子どもたちのためのフ

うたの泉（３７４）小夜ふけて蓮の浮葉の露のうへ

鈴木康真さん（２９）ＮＰＯ法人アスイクス
タッフ・若林区

リースクールを運営し、相談活動もしています。

拡大写真

に

玉とみるまでやどる月影

独眼竜政宗／楽屋

２０１７市博、特別展伊達政宗

チラシと一部拡大なのだ。

仙台市ではいじめ問題が重要な課題ですが、そ

うたの泉（３７３）ひつじぐさ咲くひるさがりたゆ

れ以外にも、さまざまな理由で学校に通うのが困難な子どもが大勢います。そうした子ども

たへる

を支援するのが、われわれのようなフリースクールです。しかし、市内には民間のフリース

うたの泉（３７２）我が胸に人の知らざる泉あり

クールが少なく、市には拡充の後押しをお願いしたいです。
立ち上げる際の助成金だけではなく、継続支援がないとフリースクールの運営は厳しいの
が現実です。ひとり親世帯や貧困家庭の子どもも多く、利用料を高額にすることはできませ

夢とうつつとうつつと夢と

つぶてを投げて乱したる君
うたの泉（３７１）「夕筋」とふバス停のありいつ
の日か

降りむと久しく思ひゐるなり

ん。
市教委は「杜のひろば」という適応指導センターを運営していますが、学校の先生とトラ
ブルを抱えた子どもは、市教委管轄の施設に行きづらいケースもあります。民間ならば気に
する必要はありません。
民間のフリースクールにはそれぞれの色があります。子どもによって、合う、合わないも
出てくるでしょう。民間のフリースクールが増えることで多様性が生まれ、子どもたちの選
択肢も広がります。
関連ページ: 宮城

政治・行政

2017仙台市長選

【スポーツ用品メーカーのルート営業】※自社製品の企
画も可能！
【既存・紹介中心のルートセールス】◇業界
内での高い知名度があなたの営業を後押し！
ジムや道場などへに対する自社製品・他社…

詳細情報

まったくの未経験から上場企業で活躍できる【製造オペ
レーター】
【世界が認める高品質の製品づくりを手がけ
る仕事！】人々の暮らしに役立つ、化学製品
の製造をお任せします。★グルーバルに活…

詳細情報
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楽しい理科のはなし2017

8月22日、今年も東京エレクトロンホール
宮城で開催

とことん選ぶお中元2017

夏のご挨拶に、「感謝の心」贈りません
か？

子どものたより場プロジェクト

子どもたちが抱える問題を、一緒に考え行
動してみませんか？

みやぎ35市町村地域愛新聞

クリエーターが宮城県内35市町村をデザイ
ン。投票結果はこちら

こんな記事も読まれています

みんなで創る地域プロジェクト

＜福島沖地震＞Ｍ7.4

う♪

阪神や熊本上回る

音・農・食・人

加美町の魅力を体感しよ

とうほく創生Ｇenkiプロジェクト

＜モンテ＞児童ポルノ公開か

中村選手を逮捕

スマイルとうほくプロジェクト
仙台圏の生活情報満載！河北ウイークリーせんだい

＜常磐道事故＞死亡の親子

国道４号タンク落下事故

仙台観光の帰り

Job探：仙台・宮城の求人情報
東北の釣り総合ポータルサイト『釣り河北』

宮城の経営者逮捕

みやぎのいいものご案内！４７ＣＬＵＢ
ベガルタ仙台情報、決定版！「ベガモ」

たったそれだけ！？朝、“起き抜けの一杯”でキ…

杜の囲碁サロン

Amazing-life[提供リンク]

デジタルチラシサービス「河北新報×shufoo」

なぜあの子は賢いのか…ポイントは毎日の食事…
ニッスイ[提供リンク]

LINEスタンプ「かほピョンとなかまたち」
東北ビジネス通信

新型ミライースにダイハツの進化を見た！
ダイハツ on Carview![提供リンク]

宮城県からのお知らせ

【50代の方へ】牛乳約4本分（800ml相当）！…

仙台圏有名私立大学&仙台生活ガイド「学都仙台で学ぼ
う！2017」

雪印メグミルクダイレクト[提供リンク]
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みやぎ復興情報ポータルサイト

写真特集一覧

簡単２分！活力に関するアンケートのお
願い
＜プロ野球＞１軍公式戦

29年ぶり青森に

＜仙台市長選＞郡氏ややリード
＜仙台市長選＞50の質問

詳しくはこちら

菅原氏追う

(2017年7月12日)

原発再稼働の賛否は

＜羽生結弦＞仙台市が観光ポスターに起用

協和発酵バイオ

(2017年6月29日)

(2017年7月14日)

(2017年7月14日)

ランキング

1

＜宮城観光ＰＲ＞壇蜜さんの妖艶
さ話題 動画再...
(2017年7月15日)

＜あなたに伝えたい＞手作
りのぬか床 今も大切に

2

＜仙台市長選＞夢の痕跡
に残る

ホーム

(2017年7月15日)

(PR) 外部サイト
中国の誤算？ 対日強硬策で日本が
“ノーマル”な国に 豪研究機関指摘

英国がEU離脱を通告、日本企業への影
響は？

(NewSphere)

(Tax insights)

西川ヘレンさん愛飲の骨密度を高める
働きのあるトクホ飲料とは？

世界に誇る「水の山」感謝祭2017。北
杜市の魅力を存分に楽しめる１日を！

(雪印メグミルクダイレクト)
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＜羽生結弦＞仙台市が観光ポス
ターに起用
(2017年7月14日)
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＜宮城観光ＰＲ＞市議有志「品位
欠く」配信停止...
(2017年7月15日)

5

＜ジョジョ展＞記念イクスカ登
場ォォーッ！！
(2017年7月15日)
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＜仙台市長選＞選管
査、事務ミスで...

ポスター審

(2017年7月15日)

＜高校野球宮城＞仙台二

競り勝つ

7

7月15日

＜高校野球宮城＞球児の夏

今年も開幕

身近な生き物鳴き声聞いて

仙台市ハイレゾ配信

国道でクマと衝突、バイクの男性けが

(2017年7月14日)

7月15日

＜菖蒲田海水浴場＞夏全開！７年ぶり本格再開

＜高校野球＞甲子園へ熱戦開始
宮城大会開会式
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政党支持
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地内見回り中
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照的
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