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　4月30日、倉庫（宮古市）の整理と、宮古市近内雇用促
進住宅の方々とお花見をしてきました。
　この倉庫はコーディネーターである須賀原さんのお宅に
隣接しており、以前ゆいっこメンバーでリフォームをし、
支援物資などを置かせてもらっておりました。倉庫整理で
は、一度支援物資を外に出し、トイレットペーパーなどの
消耗品や衣類を分ける作業をしました。いざ出してみる
と、思っていたよりも物資が多く、運ぶだけでも一苦労で
した。運び出した後には、倉庫内の清掃、物資の仕分けを
し、雇用促進住宅に持っていく物資をトラックに積んで終
了しました。
　その物資を近内の雇用促進住宅の方々にお届けしまし
た。近内のお母さん達はとてもパワフルでした。仕分ける
スピードは、まるでバーゲンを見ているかのようでした。
やはり、トイレットペーパー等の消耗品、食品類は需要が
高いようで、あっという間に分配されていました。また、
食器や服なども「これいいわね！」「かわいい！似合って
るよ！」と、楽しそうに選んでいる様子をみることができ
て嬉しかったです。

　物資の分配が一段落したところで、いよいよお花見開
始。桜の開花には少し早すぎて、咲いていなかったのは残
念でしたが、世間話からはじまり、今の生活の事、震災時
のお話などを聞くことができました。和気あいあいとした
雰囲気でとても楽しかったです。お料理やお菓子も美味し
かったです。最後には「今日は来てくれてありがとう」
「楽しかった」というお言葉を頂き、また絶対に来よう！
と思いました。
　私は、今回がゆいっこ盛岡に入って2回目の活動となり
ましたが、ゆいっこが今まで行なってきた被災地支援で強
く結ばれた宮古市の方々との絆を直に見ることができて、
勉強になりました。宮古市の皆さん、ゆいっこ盛岡の皆さ
ん、本当にありがとうございました。これからもよろしく
お願いします。

倉庫整理とお花見　…4/30（月） 宮古市

活動報告

▲上／倉庫整理の様子。今まで保管していたものを外に出してみたら、ものすごい量でした。
仕分けをして整理完了。　下／近内の雇用促進住宅での様子。お母さんたちの仕分けの
要領のよさに脱帽。

▲美味しい料理を囲み、話もはずみます。

◀レジャーシートの準備も万全。
さぁ、いよいよお花見スタート。ゆ
いっこメンバーもごきげんスマイ
ル。



　5月12日、東北オフサイトミーティング（東北OM）が
盛岡で開催され、『それぞれの復興元年』という講演会が
ありました。
　その会場で、宮古の「あねさんショップ」が出店すると
いうことで、売り子さんのお手伝いをさせて頂きました。
東北0Mは今回で11回目、盛岡初、プログラムの内容も盛
り沢山、ということで、全国からたくさんの方々が参加さ
れていました。そんな中での「あねさんショップ」の出店
とあって、県外の方々へ宣伝する絶好のチャンスとなりま
した。
　今回は、EM菌石鹸、着物ハギレで作った小物、吊るし
飾りを中心に販売しました。講演の合間の短時間での販売
でしたが、多くの方々が商品を手に取って下さり、説明を
熱心に聞いてくださいまし
た。そして実際に商品を購入
された方々も多くいらっしゃ
いました。特に、EM菌石鹸
の売れ行きが好調でした。実
際に使用し、リピーターと
なって頂けると嬉しいです。
イベントを通して、少しずつ
「あねさんショップ」が浸透
している、と感じた一日でも
ありました。
　余談ですが、今回の東北
OMで、佐賀県武雄市の樋渡
市長の講演がありました。持
ち時間いっぱい、笑いの絶え
ない講演でした。非常に面白
い方でした。その中で、「被
災地の風化を防ぐには」とい
うテーマがあったのですが、
『共感』を強調されていまし
た。ただ情報を発信するだけ
でなく、受け手が共感する情
報であるか…。私たちも情報
を発信することがあるわけで
すが、そこに共感があるか?
そのことを意識しながら取り
組んでいきたいと思います。

あねさんショップのお手伝い　…5/12（土） 盛岡市 ホテルルイズ

▲「あねさんショップ」出店の様子。ＥＭ菌石鹸の売れ行きが好調でした。

▶こちらが「あねさんショップ」のチラシ。宮古に
行く機会がありましたらぜひお立ち寄りください。



　早いもので3月11日の『祈りの灯火』から2ヶ月が経ち
ました。
　皆さんに作って頂いた灯籠と、灯籠内に使用したビン
は、これまで、もりおか歴史文館内に保管をお願いしてお
りました。しかし湿気が多い地下室は、灯籠にはよくない
環境だそうです。そこで、今回の活動では、灯籠とビンの
移動を行いました。移動先は、ゆいっこ事務所のある本宮
のシェアハウス内の空いている棟をお借りしました。
　久々にあの灯籠を見ましたが、やはり圧巻でした。当
時、こんなにも多くの方々にご協力して頂いたのかと思う
と、改めて感動しました。いざ積み込み作業開始。トラッ
クもあったので1度で移動できるかと思っていましたが、
最終的に2往復しました。そして久々の力仕事だったの
で、次の日は筋肉痛になりました。午前中だけの活動でし
たが良い運動になりました。
　長い間、保管場所を提供してくださった、もりおか歴史
文化館さん、ありがとうございました。祈念行事当日も大

変お世話になりました。
　皆さんに作って頂いた灯籠は、またしばらく預からせて
ください。ゆいっこ事務所のそばで、2周年祈念行事の日
まで大切に保管させて頂きます。

　5月26、27日に盛岡市内中心部で『東北六魂祭』が開催
されました。東北の6大祭が集結し、パレードも盛大に行
われました。2日間で24万人もの方々が会場に足を運ばれ
た、ということだけあり、当日は見たこともないくらいの
人で町が溢れかえっていました。それに合わせて、もりお
か復興支援センターでは、EM菌石鹸の販売、「あねさん
ショップ」の物品販売がありました。そのお手伝いをして
くださったボランティアの方の感想です。

＊＊＊
　5月26日、27日に開催された六魂祭に合わせて、もりお
か復興支援センターで、物品販売のお手伝いをさせていた
だきました。EM菌入り石鹸と「あねさんショップ」のス
トラップを販売しました。
　もりおか復興支援センターの前の道路はパレードのため
一時通行止めになりましたが地元の方だけでなく県外の

方々も興味を持っ
ていただきました
(^-^) 小さいお子さ
んから高齢の方ま
で、本当に多くの
方々に購入してい
ただき、大変嬉し
く思いました。
　私は今回初めて
参加させていただ
きました。何をして良いか分からずただの邪魔者になって
いた気がしましたが…。
　物品販売を通してお客様やスタッフさんの笑顔が見れて
本当に良かったです!! 貴重な経験になりました! ぜひまた
参加させていただきたいと思います。

灯籠、ビンのお引っ越し　…5/20（日） 盛岡市 もりおか歴史文化館・本宮倉庫

『東北六魂祭』での物品販売　…5/26（土）・27（日） 盛岡市 もりおか復興支援センター

▲久しぶりにみたものすごい量の灯籠とビン。改めて皆様に感謝です。

①こちらでも大人気のEM菌石鹸。洗い心地がいいと評判です。②復興支援センター前に
て。③復興支援センター内の様子。多くの方々が立ち寄ってくださいました。①

②

③



　今回の活動は、「復興支援シェアハウスで花植えのワー
クショップをする」という情報をキャッチしたことから始
まりました。シェアハウスとゆいっこ事務所はご近所さ
ん。そこで、ゆいっこメンバーも活動に参加させて頂きま
した。ワークショップは、小岩井農牧の軍司さんを講師に
お迎えし、花植えをする、という内容でした。庭にはきれ
いなベゴニアを植えました。
　しかし、ゆいっこ事務所のあまりの雑草の多さに、メン
バーは事務所の草刈りをメインに行いました。しかも、花
植えを終えられた他の参加者の方々にもお手伝い頂きまし
た。ご協力ありがとうございました。
　今回、講師である小岩井農牧の軍司さんをはじめ、シェ
アハウスの学生さん・管理棟の方、町内会の方々、SAVE 
IWATEさん、みどりと自然を育む会さん、などなど総勢
20名の方にご参加頂きました。皆さんが一体となり「復
興支援シェアハウス」を盛り上げていこう、という想いを
感じました。ゆいっこも末長く関わっていけたら、と思い
ます。

花植えのワークショップ
　…5/27（日） 盛岡市本宮 復興支援シェアハウス 月 日（曜日） 活動内容

4 30(月祝） ●物資倉庫整理＆お花見（宮古市近内）

5

20(日）
●「祈りの灯火」に使用した灯籠とビン
の移動（盛岡市／もりおか歴史文化館、
本宮倉庫）

26(土）・
27（日）

●東北六魂祭の開催に合わせた、震災復
興支援に関する物販販売の手伝い
（盛岡市／もりおか復興支援センター）

27（日） ●花植えのワークショップ
（盛岡市本宮／シェアハウス）

活動記録（H24.4.30〜H24.5.31）

「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やメール
にて事務局にお知らせください。

支援金を募集しております
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。
◆岩手銀行　津志田支店
店番／070　種目／普通預金
口座番号／2065288　口座名／ゆいっこ盛岡支部

◆ゆうちょ銀行
口座番号／6602251　記号番号／18350
口座名／ゆいっこ盛岡支部

◆郵便振替
番号／02200-1-110096　加入者／ゆいっこ盛岡支部

支援金をありがとうございました！
【支援金総合計】（H24.5.31現在）￥1,328,490
【支援金をいただいた方】（H24.4.30〜5.31）  
眞鍋様（5/1）、吉田様（岩手県・5/8）、
近藤様（5/20）

おゆずりください！！
　岩手県宮古市で被災された「あねさん」達が運営する手
作り小物ショップ「あねさんショップ」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
下の物です。
●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7-29
電話／050-5539-9524

この事業は赤い羽根
「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」
の助成を受け実施しています。

▲上／小岩井農牧、軍司さんの
ご指導のもと、皆で協力し合い
活動しました。　中／お花も植え
られ、癒しスペースの完成。これ
からの季節を楽しむには最高の
場所です。　▶右／草ぼうぼう
のゆいっこ事務所前。皆様のご
協力を頂き、キレイになりました。
ありがとうございます。


