
 

 

 

 

 

 

活動報告 

あねさんショップ売り子… 

 １日目に盛岡駅ビ

ルフェザン１階出逢

いの広場にてあねさ

んショップのお手伝

いをさせていただき

ました。3日間続く

『三陸復興応援グッ

ズ』集合ショップの準

備のため、８時半から

集まりテーブルの上

にはたくさんの商品

がいっぱい並びまし

た。 

 11時になりいよい

よ『三陸復興応援グ

ッズ』集合ショップ

の開店です。駅ビルということもあり、いろいろなとこ

ろから来た方も多く、興味を持って見に来てくれました。

売り子をしながら、見に来てくださった方と楽しい会話

もできました。また、宮古の方が作った商品を販売して

いたこともあり、宮古から来た方は懐かしそうに商品を

見てお話をしてくれました。学生や女性にはかわいいス

トラップやポストカード、バッグが、男性の方にはコー

スターが人気でした。 

 11時から始まったショップでしたが、たくさんの方に

見に来ていただき、とても充実し 1日がとても早かった

ように思います。足を運んでいただきありがとうござい

ました。 

＜報告/外澤＞ 

 

 ２日目にあねさんショップの売り子としてお手伝いさ

せていただきました。以前も何度か参加させていただき

ましたがその度に品物の種類が豊富に増えております。

宮古の方にお話を聞く

と、自分自身で作った

品物が売れるとどんど

んやる気になったり技 

術も向上し、作る楽し

みが湧くということを

お聞きしました。 

 人に物を購入してい

ただくというのはすご 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

く難しいことだと思います、私事ですが営業の仕事をや

っていたこともありその時のことを思い出しました。 

 しかし、売れるということはその商品が魅力的であっ

たり、作った方々の努力や私たちでは理解できないよう

なさまざまな苦労や痛みを体験なさった想いがあっての

ことだと思います。少しでも被災された方々の生活費や、

自分自身も胸をはって社会

参加しているんだ、できるこ

とがあるんだ、人のために役

立っているんだ、必要とされ

ているんだ、といった自己肯

定感を養っていっていただ

ければ、それはすごくうれし

いことですよね♪(・.・)/ 

＜報告/成田＞ 

 

 ３日目に初めて「あねさんショップ」の販売のお手伝

いをさせていただきました。バッグ類やストラップ、ブ

ローチ、わかめ石鹸など、様々な手作り品を見て、「す

ごい!」「これはおもしろいアイディアだ!」と、感動し

ました。「新聞を見てきました。」「ラジオを聞いてきま

した。」「おみやげにしたい。」「買うことで被災地に支援

したい。」「いつまでですか？」などと、一言そえながら、

多くの皆さんが購入して下さいました。 

 お客様との会話をはじめ、一緒に参加した他の団体の

活動の様子も知ることができて、新たな発見もありまし

た。反省点として、お客様から質問されても答えられな

いことがあったので、事前に商品等の説明ができるよう

にしておくべきだったと思いました。最終日だけの参加

でしたが、

とても楽し

く活動する

ことができ

ました。ま

た、このよ

うな機会が

ありました

ら、是非参

加したいと 

思います。 

＜報告/及川＞ 

８ ３．２．５ 

▲元気いっぱいの売り子さんたち 

▲商品は全部手作り！ 

▲スペースいっぱいに並べられた商品 

▲生活温故知新さんのソックズーの「みなみちゃん」を購

入していただいたみなみちゃん。ありがとうございました！ 

１月１２日(土)～１４日(月)フェザン出逢いの広場（盛岡駅ビル内） 



かまくら作りボランティア… 

 

 

氷点下の日々が続く盛岡の１月、悪天候が心配されま

したが、当日は見事な快晴で子供も大人も一緒になって

かまくら作りをしました。 

 

「祈りの灯火２０１３」 へ向けて準備スタート… 

ソーシャルドリームスさんから一万 

本以上のキャンドルの寄付をいただきま

した。そのうち７千本ほどを今年の追悼

行事で使いたいと思います。 

仕分け作業は旧盛岡短期大学をお借りし

て５人で行いました。とても寒い中での

活動でしたが、皆さんテキパキ動いてい

て２時間ほどで作業を終えることができ

ました。 

ご協力ありがとうございました♪ 

＜報告／藤原＞ 

 

 

灯ろう制作会…１月２３日(水)アイーナ（盛岡市）  

１月２３日、アイーナで牛乳パック灯籠のワークショ

ップを行いました。これは３月１０日に盛岡で行われる

イベント「祈りの灯火」へ向けての取り組みです。 

この日は、このイベントの実行委員会の会議の前に同

じ会場でワークショップを行いました。灯籠の作り方を

皆さんに知っていただくために参加を呼びかけたところ、 

何人かの方が来てくださり、一緒にお話をしながら灯籠

を制作しました。 

みなさんそれぞれに素敵なデザインや、新しいアイデ

ィアを持っているなぁとこちらも勉強になりました。こ

の２月中には、制作会を多数予定しています。たくさん

の方に参加していただけると嬉しいです。 

 

 

初めは、人ではなく灯篭を飾れる小さめのかまくらを 

作る予定でしたが、気付けば人の背ほどの雪山が出来上

がり、最終的には子供たちが入れるほどの大きなかまく 

らが出来上がりま

した。所要時間も

１時間ほどであっ

という間でした。

ゆいっこメンバー

と他のボランティ

アの方々、近所の

方々など総勢 20

名程で和気あいあ

いと楽しく作業が 

出来ました。シェアハート村の学生さんやご近所の方々

が、ホッと心温まる空間になると嬉しいです。 

またこの時の様子は、シェアハート村だよりでもご覧

いただけます。 

（HPアドレス http://sharehousemori.blog.fc2.com/） 

＜報告／小野＞ 

 

 

 

 

 

 

 

多くの方が犠牲になった東日本大震災からもうすぐ２

年が経過しようとしています。今も苦しい思いをされて

いる方、支援を必要としている方がいる中で、私たちが

できることをこれからも考えていきたい、応援をしてい

きたい、それぞれのそんな思いを一つにし、灯籠のひと

つひとつに心をこめて灯せたらと思います。 

３月１０日には、たくさんの灯籠が盛岡城跡公園と中

津川河川敷に灯される予定です。イベント当日はもちろ

ん、自分が作った灯籠を灯したいという方はぜひ一緒に

灯籠を作りませんか？ 

＜報告／谷藤＞ 

 

▲段ボールを開けてひとつひとつ分別中 

▲１つのかまくらに二人並んで入れたよ 

１月１４日(月) 旧盛岡短期大学内  

▲壁一面の段ボールに感謝の思いもひとしおです 

▲穴掘りは子供の担当！どんな穴を掘ろうかな？ 

１月１９日(土)しぇあハート村（盛岡市本宮） 

http://sharehousemori.blog.fc2.com/


「祈りの灯火 ２０１３」のご案内 

東日本大震災から２年が経過しようとしています。昨年開催された「祈りの灯火２０１２～ともに希望を抱い

て～」に引き続き、今年は３月１１日の前夜にあたる３月１０日(日)に、犠牲になられた方々を悼みご冥福をお祈

りすると共に、復興への誓いの意を込め、灯籠に明かりを灯します。灯籠制作ワークショップはどなたでも参加で

きますので、是非近くの会場へお立ち寄りください。 

 

 

 

 

 

 

 

【灯籠制作ワークショップスケジュール】（２/１現在） 

２月１日 （金）   ９：３０～１５：００  しぇあハート村（本宮）          まわり灯ろう 

２月９日 （土）  １０：００～１６：００  スペース鉈屋町               まわり灯ろう 

２月９日 （土）  １３：００～１７：００  復興支援センター     牛乳パック灯籠 

２月１０日（日） １３：００～１７：００  復興支援センター     牛乳パック灯籠 

２月１１日(月祝）１０：００～１８：００  クロステラス       牛乳パック灯籠 

１Ｆシルヴァンプラザ   牛乳パック灯籠 

２月１６日（土） １０：００～１８：００  イオンモール盛岡（前潟） 牛乳パック灯籠  まわり灯ろう 

２Ｆイオンホール      

２月１７日（日） １０：００～１８：００  イオンモール盛岡（前潟） 牛乳パック灯籠  まわり灯ろう 

２Ｆイオンホール      

２月２２日（金）   ９：３０～１５：００  西部公民館                 まわり灯ろう 

２月２３日（土）   ９：３０～１５：００  ふれあいランド岩手             まわり灯ろう 

２月２３日（土） １０：３０～１８：００  川徳６Ｆロフト脇     牛乳パック灯籠 

２月２４日（日） １０：３０～１８：００  川徳６Ｆロフト脇     牛乳パック灯籠 

 

●参加申込方法・定員 

 

※牛乳パック灯籠制作ワークショップは、参加費無料・定員なし（申込み不要） 

 

※まわり灯ろう制作ワークショップは、参加費無料・定員１５名（要申込） 

『まわり灯ろう』制作に参加を希望される方は、電話または、FAXかE-mailで上記「もりおか復興支援

ネットワーク」までお申し込みください。その際、氏名、連絡先、参加人数をお知らせください。 

また、『まわり灯ろう』制作へのお子様の参加は、小学校４年生以上とさせて頂きます。(保護者の方同

伴でお願いします） 

    

※完成した灯籠は、３月１０ 日(日)の「祈りの灯火」まではこちらでお預かりさせて頂きます。引き取

り希望の方は、イベント当日会場に取りにいらしてください。 

 

 

 

    

「祈りの灯火 ２０１３」 

・日時：２０１３年３月１０日（日） １６時～  灯籠設置  

１７時～  点灯  

        ３月１１日（月） １４：１５～追悼式典（市民文化ホール・マリオス内）   

 

・場所：『もりおか歴史文化館』前を中心に、盛岡城跡公園の一部、中津川河川敷  

 

・主催：「祈りの灯火 ２０１３」 実行委員会   

・問合せ：「もりおか復興支援ネットワーク」 TEL：019-626-2585 / FAX:：019-626-2585 

E-mail:morioka.fnet@gmail.com  

http://www.morireki.jp/


 

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。※口座名義が変わりました。 

◆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） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ▲「祈りの灯火 ２０１２」の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日（曜日） 活動内容 

12(土)～ 

14(月) 

●あねさんショップ売り子（盛岡市） 

14（月） ●祈りの灯火、キャンドル仕分け 

（盛岡市） 

19（土） ●かまくら制作ボランティア(盛岡市） 

23（水） ●灯ろう制作会（盛岡市） 

 

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。  

●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 

※住所と電話番号が変わりました 

活動記録（H25 年１月） 

 

支援金をありがとうございました！ 

【支援金総合計】（H25.1.31 現在） 

￥2,002,120 
※日本財団、赤い羽根共同募金、NPO法人青年協議会からの支援金を除

いた金額となっております。 

【支援金をいただいた方】（H25 年 1 月） 

近藤幸司 様（1／21） 

 

http://tomoshibi2012.webdeki-bbs.com/data/tomoshibi2012/img/21_e93a45e55f.jpg

