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活動報告
草取りボランティア

…6/16（土）盛岡市本宮 しぇあハート村

前回（5/27）の活動に続き、2回目となった6月の活動。月1

た、映画「黄色いライスカレー」の監督さんでもあるエフエム

でできたらいいですね、
という流れからの実施となりました。
あ

岩手の高橋政彦さんが映画主題歌をサプライズで生披露。素

いにくの曇り空でしたが、
『花deつなぎ隊』中里さんが、
しぇあ

敵な歌声でとても癒されました。
しぇあハート村の皆さん、ボラ

ハート村を散策しながら沢山のお花を紹介して下さいました。

ンティアの皆さん、お疲れさまでした。

（※前回は「復興支援シェアハウス」でしたが、
「しぇあハート
村」
と命名されました） その後、いよいよ草取り開始。今回は
参加人数が12名程だったため、ゆいっこ事務所の草取りを全
員ですることになりました。前に綺麗にしたつもりでしたが、草
はまだまだ沢山。皆でおしゃべりをしながら楽しく草取りがで
きました。
おかげさまでお庭がとても綺麗になりました。
ありが
とうございます。
その後、
しぇあハート村の管理棟でお茶会。被災者と支援者
の垣根をなくすこと、そのためには何をするべきか…、など、復
興活動のこれからについて、熱い意見交換がされ、参考になる
お話を伺うことができました。そして、草取りに参加して下さっ

田老式夢灯り ワークショップ

▲「花deつなぎ隊」の中里さんをはじめ、
シェアハート村、
ボランティアの方々、
多くの皆さんに
ご参加頂きました。

…6/22（金）
・23（土） 盛岡市

下記の日程で「田老式夢灯り」のワークショップを行いまし
たので、活動報告をさせて頂きます。
【6月22日(金)＠盛岡市中央公民館(第一研修室)】
※参加者3名、
ボランティア3名＋小向先生
【6月23日(土)＠岩手県公会堂（特別室）】
※参加者12名、
ボランティア4名＋小向先生
今回は、土曜日のワークショップの様子を報告させて頂きま
す。
この日の参加者は、大槌から内陸避難されている方が多
く、
まさに今回のワークショップを開くきっかけとなった方々で
す。

中央公民館・岩手県公会堂

てくださったり、作業工程の中でアドバイス下さったり、いつの
間にか数組の親子、はたまたカップルのようなペアができてい
ました。
まずは牛乳パックに絵を写して、花びら一枚ずつ、葉っ
ぱも一枚ずつくりぬいていきます。
くりぬいた後、公会堂近くの
中津川の河川敷までおりて、色かけです。犬の散歩の方、
ジョ
ギングされてる方などが行きかう中、
スプレーで色をかけてい
きます。風向きを読みながら、自分にかからないように上手く
かけていきます。
これが本邦初公開。灯篭の
裏側です。
（写真右）

3.11の『祈りの灯火』の為に製作した「田老式夢灯り」は、そ

ここから、再度公会堂に戻

の後、
もりおか復興支援センターの方々のご厚意もあり、同事

り、皆さんで協力しながら、最

務所1Fに飾られています。
（テレビ岩手向かい）
そこに月に1回

後の組み立てを行いました。

集まっている大槌出身のみなさん。小向さんの夢灯りをみて、

10:00～15:30の予定が、話

「自分達でもつくりたい。
」
「仏壇に飾りたい。
」
「沿岸に暮らす知

に花が咲いたり、最後まで先

人や親せきに送りたい。
」などの思いが膨らんだ、
とのことでし

生に質問したりで、結局17:00

た。何度かワークショップ開催の打診を頂き、晴れて今回の開

ぎりぎりに終了。心地よい疲れ

催となりました。3.11から3カ月経った先週末まで待って頂い

と達成感が、参加者全員に見

ただけあって、皆さんとっても準備も良く、やる気満々でした。

られました。日の光でも美しいですが、たまには節電の為にも

また、大槌の皆さんは市内の至る所に住んでいらっしゃいま

キャンドルや灯篭も良いかと思います。大槌の皆さんは、
さっ

すが、日頃よく会われているだけあって、
コミュニケーションも

そく帰ってお仏壇に供えてくださったことでしょう。
「田老式夢

ばっちり。皆さんで声を掛け合って、進度の送れた方のフォ

灯り」、そして小向さん。昨年、田老の仮設住宅でお会いしてか

ローなどされていました。
ボランティアスタッフの事まで励まし

らまだ1年しか経っていませんが、少しずつ、そして着実にい

ろいろなところに根を張っていくのがわかります。牛乳パック

◀土曜ワークショップの様子。小
向さんご指導のもと、和気あいあ
いと作業を進めることができまし
た。細かな作業に皆さん真剣で
す。

を主役にした、生活の中にある材料を活かして製作するところ
に親しみを感じるのかもしれません。そして、
「止まったら、自
分がダメになってしまう気がする」
と、小向さん。今年も田老の
お盆に、亡くなられた方々を夢灯りでお迎えするために、毎日、
毎日製作を続けているそうです。
「手伝い、必要ですか？」
と伺
うと、
「いらないけど、皆で見に来て！忘れないで！」
と言われま
した。本当にその通りだな、
と思いました。今回参加して下さっ
た参加者の皆さん、
ありがとうございました。
スタッフもみんな
もお疲れさまでした。
報告／細田

▶完成した
「田老式夢灯り」。中の蝋燭に火
を灯すと、
スプレーをかけた中の色がきれいに
浮かび上がり、
それぞれの模様がより生えま
す。

活動記録（H24.6.1〜H24.6.30）

おゆずりください！
！

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

グランドゴルフのクラブ・ボール
グランドゴルフに使う、クラブとボールのご支援をお願
いします。
震災以降、仮設住宅などでのコミュニテーが問われてい
ます。また、閉じこもりがちになることによる運動不足の問
題も出てきます。そうしたなか、宮古市の老人クラブがコ
ミュニケーションのために、河川敷でグランドゴルフをはじ
めたところ、皆さんに好評で参加希望者が増えています。
ところが道具の購入が高額です。是非、皆様のご協力をお
願い致します。もちろん中古品でも結構です。どなたかご
都合のつく方がいらっしゃいましたら、よろしくお願い致し
ます。
お問い合わせ
いわてゆいっこ盛岡／担当 八重樫
電話／090-4776-7083
メール／yuiccomorioka@gmail.com

「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。

月

日
（曜日）
16(土）

6

活動内容

●草取りボランティア
（盛岡市本宮／しぇあハート村）

●田老式夢灯り ワークショップ
22(金）
・
（盛岡市／ 22 日…盛岡市中央公民館、
23（土）
23 日…岩手県公会堂）

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）

￥1,613,390

【支援金をいただいた方】
（H24.6.1〜6.30）

ちば 様（6/16）
＜支援金ボックス設置 ご協力＞
（株）樽政本店 様（愛知県・6/25）
、
じゃじゃおいけん 様（東京都・6/25）
、
ハーレーダビッドソンカスタムショップ TNT cycle 様
（京都府・6/27）

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

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。

