
 

 

 

 

 

 
活動報告 

菜の花大地復興プロジェクト 

今回私たちは、釜石の『ユナイテッドグリーン』さんに

お世話になりました。私にとっては初めての泊まりがけの

ボランティアになります。こちらのユナイテッドグリーン

さんは、①菜の花大地復興プロジェクト②エコエネルギー

100%古民家ハウスづくり③廃油リサイクルプロジェクト 

という事業を中心に活動されている団体さんで、このうち

今回私たちは①の菜の花大地復興プロジェクトのお手伝

いをしてきました。 

1 日目は、釜石に到着してすぐエコエネルギー100%古

民家ハウスへ向かいました。古民家ハウスはまだ改築途中

でしたが、白塗りの壁に、津波をかぶった木を塗装して作

ったテラス、可愛い置物たちがあり、とても良い雰囲気の

建物です。テラスと屋上にはそれぞれ大きさの異なるソー

ラーパネルが設置してあり、実際にその電力で大きな扇風

機を回してくれました。 

 午前中は、収穫してハウスで乾燥させている菜の花を大

槌から釜石まで運搬する作業を行いました。ハウス→トラ

ック→ハウスと移動させるのですが、よく乾いた菜種は触

るとすぐにはじけて落ちてしまいます。その為、どの工程

でも作業は必ずビニールシートを敷いた上で行いました。 

この日の気温は 30 度程。ハウスの中は熱風が来るほど熱

く、まるでサウナで作業をしているようです。ゆいっこメ

ンバー6 名+ユナイテッドグリーンさん 3 名で作業しても

運搬が終わるころには私たちは暑さと疲労でぐったりし

てしまいました。これを少ない人数で行うのは本当に気が

遠くなる作業です。 

 

 

午後はユナイテッドグリーン代表の山田周生さんのプ

レゼンテーションを聞きました。山田さんがなぜここでプ

ロジェクトを行っているのか、これからの展望など、プロ

ジェクターを使って説明していただきました。（もちろん

プロジェクターもソーラー発電の電力で動かします！） 

 長期的な復興の在り方や、復興のその後、釜石だけでな

く地球の 100 年後の未来の為にはどうしたらよいのか。

今までに私は考えたことがない程、スケールの大きなお話

でしたが、山田さんの今までの経験や確実で前向きなプレ

ゼンに、自然と気持ちが動くのを感じました。 

 夜はおまちかねの交流会です。宿泊先の古民家で、ゆい

っこが料理をつくり、皆でいただきました。ユナイテッド

グリーンのお手伝いをされている方には日本一周の途中

という方が 2 人もいらっしゃいました！代表の山田さん

も日本一周の途中に岩手で震災にあい、そのまま釜石にと

どまっている方なので、皆さんの自己紹介だけでも興味深

い話がたくさん聞けました！ 

 ボランティアや普段の生活の中で、こうしてみたいとい

う想いは大なり小なりありますが、それをやってみる一歩

がなかなか踏み出せなかったり、余分に不安を持ったりし

てしまいます。やってみたいことをやるシンプルさと、そ

れに取り組む真剣さに、大きな刺激を受けた 2 日間でした。

ユナイテッドグリーンの皆さん、釜石の皆さん、ありがと

うございます。 

 

＜報告／菅原＞ 
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▲収穫した菜種をトラックで運びます

 

 ▲恋チュンで和やかな雰囲気に 

 

▲手作りの料理を囲んでの交流会

 

 ▲恋チュンで和やかな雰囲気に 

 

 ▲恋チュンで和やかな雰囲気に 
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釜石市での 2 日間、とても楽しかったです。1 日目にユ

ナイテッドグリーンさんのメンバーの皆さんとお会いし

て、昼間の菜種の収穫作業や、夜は、ゆいっこの参加者で

作った料理(とは言っても、ほとんど女性陣の活躍による

ものです。汗)を、ユナイテッドグリーンさんの皆さんも

合わせて囲み、ビールも飲みながら、とても楽しく歓談す

る事ができました。あっという間に夜が更けて、寝る準備

を始めた頃には日付が変わっていました。 

  ユナイテッドグリーンさんが生活されている民家で、一

晩泊まらせて頂いて迎えた 2 日目。さすが東北の北部とだ

けあります。本州の西端に住んでいる者にとっては涼し過

ぎる、気持ちの良い朝でした。「今日こそは、ダウンしな

いぞ!!」変な(笑)張り切りがあったのかはわかりませんが、

寝覚めは良かったです。 

車でしばらく走り、至るところに津波で被害を受けた地

域も目にしながら、2 日目に向かった先は、釜石市片岸地

区です。今日も、菜種と共にする 1 日の本格的なスタート

です!! 前の日の炎天下とは違い、少し曇りがちの天気だっ

たので、少しホッとしたのは僕だけではないと思います！

(笑)昼からの雨は想定外でしたが…(苦笑) 

 

 

 

 

 

ユナイテッドグリーンさんのメンバーに教えて頂きな

がら、道路脇の菜種を刈り、ひもで束ねる作業をしました。

ひとつひとつ、鎌で刈りながら、いくつかをまとめてひも

で縛り…の繰り返しです。とても地味で根気を要する作業

だと思いました。 

午後の実を取り出す作業の時に、ユナイテッドグリーン

さんのメンバーの一人が仰っていたのですが、たくさん菜

種があるように見えても、そこから摂れる菜種油の量は

微々たるものだということを知り、農業の難しさも感じる

と同時に、ガソリンを使わない、バイオディーゼルによる

車で、世界を旅されている山田さんをはじめ、電気に頼ら

ない、自然のエネルギーで家を構えるなどして、活躍され

ているメンバーの皆さんの素晴らしさ。今回お手伝いさせ

て頂いた作業は、正直とても地味な作業かもしれませんが、

そこから感じ取れた数々の技は、とても勉強になりました

し、これから地球で生きていく 1 人類として財産となった

と思います。ユナイテッドグリーンの皆さん、この度は貴

重な 2 日間をありがとうございました。 

 

＜報告／村中＞ 

 

 

 

 
▲普段なかなか見られない道具を体験

 

 

 

 ▲恋チュンで和やかな雰囲気に 

 

▲菜種を丁寧に刈り取っていきます

 

 

 

 ▲恋チュンで和やかな雰囲気に 

 

▲年齢を越えた交流も楽しさのひとつ

 

 

 

 ▲恋チュンで和やかな雰囲気に 

 

▲菜種の一粒一粒が、貴重な菜種油になります

 

 

 

 ▲恋チュンで和やかな雰囲気に 

 



しぇあハート村ご飯会 

7 月 13 日は毎月恒例のしぇあハート村ご飯会に参加し

てきました。今回のメニューは「流しそうめん」。竹で作

った本格的な流しそうめん器具を組み立てるところから

作業はスタート！ 老若男女の参加により、いろんな知恵

や知識が総動員されて試行錯誤しながらそうめん器具の

セットが完了しました。 

料理部隊はお料理の得意な女子たちと調理師専門学校

に通う梶山シェフが担当。ドイツ人留学生が来るというこ

とでドイツにちなんだケバブなどの料理もあり、作りなが

ら「美味しそう」という声が止みませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

そうめんも茹で上がったところで早速「流し初め」！流

しそうめんが初挑戦だというドイツ人留学生のクリスチ

ャンに最初の一口を担当してもらいました。流れるそうめ

んに苦戦しながらも、皆次第にコツをつかんでそうめんだ

けでおなか一杯！後半にはそうめんではなく、トマトやさ

くらんぼなどのフルーツも流れ、フルコースさながらの流

しそうめんとなりました。 

「同じ釜の飯を食う」ならぬ「同じ竹筒の流しそうめん

を食う」、そんなご飯会でした。上手く取れたり取れなか

ったり、流れてくるものに笑ったり、初めて会う人もいつ

もいる人もご飯会を通してひとつになっていたように思

います。この出会いがこの先も何らかの形で続いていって

ほしいです。次回は 9 月ということで、秋の味覚「さんま」

だそうです！待ちきれない！ 

  

＜報告/立花＞ 

しぇあハート村草取り 

奇数月第三土曜日はしぇあハート村一斉草刈日という

ことで参加してきました。暑くなる前にということで 7

時 50 分に集合し、8 時から草刈開始！草刈機担当と草集

め担当に分かれて黙々と作業しました。 

草集めなんて簡単！と思いきや立ったりしゃがんだり

の繰り返しで思ったよりも重労働。草とは言ってもゴミ袋

いっぱいに詰まった草は刈りたての水分を含んで重いの

です。 

幸いにも曇り空の涼しい環境で作業をすることができ

ましたが時折、ぽつりと雨が降ることも。前半が終了して

一服の時間になると、集合したときよりも人が増えていま

した。 

「仕事の前に少しだけですが」「1 時間だけでもと思っ

て」という方も多く、地域での草刈を通して達成感や爽快

感などを得ている人が多いということを実感しました。そ

のような場所にしぇあハート村がなっているということ

でもあるのかもしれません。 

 

  

▲彩り豊かなお料理が並びます♪

 

 

 

 ▲恋チュンで和やかな雰囲気に 

 

▲みんなで並んで、いただきま～す！

 

 

 

 ▲恋チュンで和やかな雰囲気に 

 

…７／１３(日) 盛岡市本宮 

▲今回もグラスバスターズが大活躍☆

 

 

 

 ▲恋チュンで和やかな雰囲気に 

 

…７／１９(土) 盛岡市本宮 



 

 

被災地への支援活動に使う支援金を随時募集しております。無理

のない範囲でご協力いただければと思います。振込は下記口座ま

でお願いします。 

 

◆ゆうちょ銀行 

記号／１８３５０ 番号／６６０２２５１ 

名義／いわてゆいっこ盛岡 （イワテユイッコモリオカ） 

※他金融機関からの振込の場合 

店名／八三八（ハチサンハチ） 店番／８３８ 

預金種目／普通預金 口座番号／０６６０２２５ 

名義／いわてゆいっこ盛岡（イワテユイッコモリオカ） 

◆岩手銀行 

店番／１０７  口座番号／２０６１６８０ 

預金種目／普通預金 

名義／いわてゆいっこ盛岡 代表理事 立花有彩 

（イワテユイッコモリオカ ダイヒョウリジ タチバナアリサ） 

後半も引き続き担当に別れて作業。どんどん綺麗にな

っていく道沿いや駐車スペースを見るととても清々しい

気持ちになります。成果が目に見えるのは草刈の魅力で

もあるのかも。 

時間が経過して暑くなってきたところで作業は終了。

地域のおにぎりガールズによる手作りのおにぎりやお漬

物、果物で疲れを癒しました。地域の人が皆で草刈に専

念するのではなく、草刈をする人、休憩時間の準備をす

る人など役割分担をして一緒の時間を過ごすという形が

自然にできているしぇあハート村は、たくさんの人が笑

顔になる場所になっているように感じました。次回も楽

しみです！ 

＜報告/立花＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ゆいっこ盛岡新聞」は、いわてゆいっこ盛岡ホームページより PDFでご覧いただけます。 郵送をご希望の方は電話かメールにて事務局にお知らせください。                   

                                                                                                        

 ＮＰＯ法人 青年協議会 

http://seinen-kyougikai.jp/wp/ 

おゆずりく

ださい!! 

▲思ったよりも体力を使います！

 

 

 

 ▲恋チュンで和やかな雰囲気に 

 

▲作業は無事終了し、お昼休憩です

 

 

 

 ▲恋チュンで和やかな雰囲気に 

 

▲真心のこもったおにぎりを、いただきます♪

 

 

 

 ▲恋チュンで和やかな雰囲気に 

 

 

着物ハギレ 
岩手県宮古市で被災された「あねさん」達が運営する手作り

ショップでは、商品製作の材料等のご支援をお願いしていま

す。ご家庭で不要になった物がありましたら、ご協力をお願

いします。募集内容は以下のものです。 

 ※住所と電話番号が変わっています 

●着物ハギレ生地（絹。仕立ててあるものはそのままで） 

●着物帯（絹）●ミシン●小さいアイロン●布団皮の見本 

●アクリル毛糸（新品・並太・明るい色） 

お問い合わせ・送付先は＜あねさんショップ＞まで 

住所／〒０２７－００２５ 岩手県宮古市実田１丁目７－１０ 

電話／０１９３－７７－３９６７ 

 

着物ハギレ 
岩手県宮古市で被災された「あねさん」達が運営する手作り

ショップでは、商品製作の材料等のご支援をお願いしていま

す。ご家庭で不要になった物がありましたら、ご協力をお願

いします。募集内容は以下のものです。 

 ※住所と電話番号が変わっています 

●着物ハギレ生地（絹。仕立ててあるものはそのままで） 

●着物帯（絹）●ミシン●小さいアイロン●布団皮の見本 

●アクリル毛糸（新品・並太・明るい色） 

お問い合わせ・送付先は＜あねさんショップ＞まで 

住所／〒０２７－００２５ 岩手県宮古市実田１丁目７－１０ 

電話／０１９３－７７－３９６７ 

 

着物ハギレ 
岩手県宮古市で被災された「あねさん」達が運営する手作り

ショップでは、商品製作の材料等のご支援をお願いしていま

す。ご家庭で不要になった物がありましたら、ご協力をお願

いします。募集内容は以下のものです。 

 ※住所と電話番号が変わっています 

●着物ハギレ生地（絹。仕立ててあるものはそのままで） 

●着物帯（絹）●ミシン●小さいアイロン●布団皮の見本 

●アクリル毛糸（新品・並太・明るい色） 

お問い合わせ・送付先は＜あねさんショップ＞まで 

住所／〒０２７－００２５ 岩手県宮古市実田１丁目７－１０ 

電話／０１９３－７７－３９６７ 

 

着物ハギレ 
岩手県宮古市で被災された「あねさん」達が運営する手作り

ショップでは、商品製作の材料等のご支援をお願いしていま

す。ご家庭で不要になった物がありましたら、ご協力をお願

いします。募集内容は以下のものです。 

 ※住所と電話番号が変わっています 

●着物ハギレ生地（絹。仕立ててあるものはそのままで） 

●着物帯（絹）●ミシン●小さいアイロン●布団皮の見本 

●アクリル毛糸（新品・並太・明るい色） 

お問い合わせ・送付先は＜あねさんショップ＞まで 

住所／〒０２７－００２５ 岩手県宮古市実田１丁目３－３４ 

電話／０１９３－７７－３９６７ 

おゆずりください!! 支援金を募集しております 


