
 

  

 活動報告 

お祭りのお手伝い …１０月７日（日）宮古市高浜 

10月 7日（日）に宮古市高浜にて

お祭りのお手伝いをしてきました。

男性陣はお神輿を担ぐための衣装に

着替え、女性陣は法被を着て高浜稲

荷神社での祭儀へ。祭儀にはきらび

やかな衣装を着た高浜の方々が沢山

をおり、映画のワンシーンのようで

した。祭儀の後はいよいよお神輿を

担いで、高浜を歩きます。ゆいっこ

盛岡の女性陣は頂いたものを乗せる

リヤカーを引いて歩きました。お神

輿は 2年ぶりということで皆さん大

盛り上がり。天気にも恵まれ、最近

までの寒さが嘘かのように暑い 1日

でした。3 つの休憩地点で水分補給

をし、高浜を歩き終わった後閉会の

祭儀が行われ、コミュニティセンタ

ーにてお祭りの打ち上げへ。打ち上

げでは、ゆいっこ盛岡藤原代表が挨

拶をして、高浜のお母さん達が作っ

てくれたおにぎりやお汁、そしてと

れたての秋刀魚とイカ、タラのお刺

身をいただきました。そしてなんと、

中盤には黒森神楽が披露されまし

た。この黒森神楽は今度ニューヨー

クで公演をするそうです。そのよう

な素晴らしい郷土芸能を間近で見る

ことができ本当に感動しました。3

つの演目を見た後、打ち上げは終了

しました。 

今回はこのような地域のお祭にゆ

いっこ盛岡が参加できたことをとて

も嬉しく思います。「顔が見える息の

長い支援」を目指して活動してきた

からこそ、宮古市高浜の方々と結ば

れた深い絆が今回のような機会を与

えてくれたのだと思います。これか

をし、高浜を歩き終わった後閉会の祭儀が行われ、コミュ

ニティセンターにてお祭りの打ち上げへ。打ち上げでは、

ゆいっこ盛岡藤原代表が挨拶をして、高浜のお母さん達が

作ってくれたおにぎりやお汁、そしてとれたての秋刀魚と

イカ、タラのお刺身をいただきました。そしてなんと、中

盤には黒森神楽が披露されました。この黒森神楽は今度ニ

ューヨークで公演をするそうです。そのような素晴らしい

郷土芸能を間近で見ることができ本当に感動しました。3

つの演目を見た後、打ち上げは終了しました。 

今回はこのような地域のお祭にゆいっこ盛岡が参加でき

たことをとても嬉しく思います。「顔が見える息の長い支

援」を目指して活動してきたからこそ、宮古市高浜の方々

と結ばれた深い絆が今回のような機会を与えてくれたの

だと思います。これからも一緒に活動をしていきたいです

ね！＜報告/立花＞ 
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＜報告/立花＞ 

▲皆で担いだお神輿。わっしょいわっしょい！ 

▲黒森神楽。すごい迫力です。 

でき本当に感動しました。3 つの

演目を見た後、打ち上げは終了し

ました。 

今回はこのような地域のお祭にゆ

いっこ盛岡が参加できたことをと

ても嬉しく思います。「顔が見える

息の長い支援」を目指して活動し

てきたからこそ、宮古市高浜の

方々と結ばれた深い絆が今回のよ

うな機会を与えてくれたのだと思

います。これからも一緒に活動を

していきたいですね！＜報告 /立

花＞ 

方々と結ばれた深い絆が今回のような機会を与えてくれた

のだと思います。これからも一緒に活動をしていきたいで

すね！                                 ＜報告/立花＞ 

「るろうに剣心」を観に行くでござるよバス …１０月１４日（日）盛岡市・宮古市 

今回『「るろうに剣心」を観に行くでござるよバス』活

動に参加し、宮古の方へ無料バスの送迎や映画の力プロジ

ェクトさんのお手伝いをさせていただきました。まずは昼

に宮古の方々を盛岡で出迎えるということで、事前に映画

館の食事や周辺の店をリサーチ。自由時間もあるというこ

とで、盛岡駅や大通り周辺の地図をコピーしておき、後で

お配りし簡単に説明もさせていただきました。その後、映

画の力プロジェクトさんと一緒に宮古の方々を出迎えま

した、子ども連れの方も数名。なんとっもりキャンに参加

された方がおりまして、お母さんからご挨拶いただきまし

た。食事は時間がなかった 

お配りし簡単に説明もさせていただき

ました。その後、映画の力プロジェク

トさんと一緒に宮古の方々を出迎えま

した、子ども連れの方も数名。なんと、

もりキャンに参加された方がおりまし

て、お母さんからご挨拶いただきまし

た。食事は時間がなかったため軽食を

購入し映画を見ながらとっていただく

という形になりました。映画館まで誘

購入し映画を見ながらとっていただくという形になりまし

た。映画館まで誘導後、映画の力プロジェクトさんから映

画に関する説明や券が配られました。映画館には宮古の

方々へのメッセージが書かれた黄色い旗がたくさん。映画

の力プロジェクトさんは震災後から映画を通した交流で岩

手を映画で盛り上げていこうという団体さんで、宮古とも

関わりがあり旗はさまざまな方に書いてもらい映画館に飾

ったということでした。映画を見終った後は自由時間で、

盛岡の大通りで出店やレクリエーションなどイベントを見

て周ったりしていたようです。帰りの宮古行きのバス到着。

映画の力プロジェクトの方々にバスの見送りをしていただ

きました。プロジェクトの一人が宮古の方で私も宮古まで

ご一緒させていただき出発。映画の感想は、みなさんおも

しろかった・アクションがすごかった・佐藤健くんがかっ

こよかったなど満足の様子でした。プロジェクトの方の補
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しろかった・アクションがすごかっ

た・佐藤健くんがかっこよかったな

ど満足の様子でした。プロジェクト

の方の補足説明やみなさん映画の

質問など積極的にされていました。

途中、プロジェクトの方からるろう

に剣心グッズがプレゼントされま

した。宮古では見れない映画も多く

子どもが見たがっていた、子どもは

部屋でテレビゲームが多いので外

へ出たりいろいろな方との交流な

どよい機会となった、などお声をい

ただきました。次回は映画「るろう

に剣心」の大友監督＆谷垣アクショ

ン監督によるワークショップが盛

岡でまたあるということを宣伝し、

宮古コープドラで解散となりまし

た。またみなさんに参加して盛岡に

来ていただきたいですね。 

今回主に映画の力プロジェクトさ

んのお手伝いをさせていただきま

した。ゆいっことしての活動は少な

かったですが、ボランティア団体の

枠を越えたり役割分担して協力し

ていくことなどが大切だと強く感

じました。今後もさまざまなネット

ワークを通じて活動していけたら

と思います。＜報告/成田＞ 
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すが、ボランティア団体の枠を越えたり役割分担して協力

していくことなどが大切だと強く感じました。今後もさま

ざまなネットワークを通じて活動していけたらと思いま

す。＜報告/成田＞ 

すが、ボランティア団体の枠を越

えたり役割分担して協力してい

くことなどが大切だと強く感じ

ました。今後もさまざまなネット

ワークを通じて活動していけた

らと思います。＜報告/成田＞ 

▲黄色い旗が沢山。 

▲雨ニモマケズ 

風ニモマケズ 

都南村 20 周年記念事業「大好き都南まつり」 …１０月２０日（土）盛岡市都南分庁舎 

10 月 20 日（土）に行われた、都南村 20 周年記念事業

「大好き都南まつり」の活動報告を致します。数日前から

冬の訪れの気配が感じられる季節となりましたが、この日

も肌寒さが感じられる秋空のもと、行われました。学生や

各団体による、ブラスバンドや和太鼓、津軽三味線の発表、

また、さんさ踊りや鹿踊りなどの伝統芸能のイベントが行

われ、都南村 20 周年を祝うべく、たくさんの方々が来場

されました。 

われ、都南村 20

周年を祝うべく、

たくさんの方々

が来場されまし

た。私たちの主な

活動としては、パ

ネルでの年間の

活動報告や、募金

活動、あねさんシ

ョップ（宮古）の

方々の物販 

ョップ（宮古）の方々の物販のお手伝い等を行いました。

途中、天候が心配される時間帯もありましたが、終了間際

まで、なんとか雨も持ちこたえ、たくさんの方々に楽しん

でいただくことができました。あねさんショップの販売品

は、全て宮古の被災された方々がひとつひとつ作り上げた

手作りの商品で、私たちも、販売に携わることができ、さ

さやかではありますが、震災復興のお手伝いをさせていた

だくことができ、充実した活動ができました。また、たく

さんのボランティア団体の方々が復興グッズ等の商品の販

売や、被災地での絵本バスの報告等を行われており、都南

村の記念を祝うとともに、少しずつ進む震災復興の様 

手作りの商品で、私たちも、販売に携わることができ、

ささやかではありますが、震災復興のお手伝いをさせて

いただくことができ、充実した活動ができました。また、

たくさんのボランティア団体の方々が復興グッズ等の

商品の販売や、被災地での絵本バスの報告等を行われて

おり、都南村の記念を祝うとともに、少しずつ進む震災

復興の様子が感じられるお祭りとなりました。また、こ

のような機会があれば、ぜひ参加したいです。 

＜報告/高橋＞ 

▲「大好き都南まつり」大賑わいです。 

▶絵本プロジェク

トの車。 

◀あねさん

ショップで

販売した手

作りのかご。 

都南村 20周年記念事業でのゆいっこブース販売の様子。▼ 



ゆいっこ杯グランドゴルフ大会 …１０月２１日（日）宮古市川井 

10月 21日、ゆいっこ杯グランドゴルフ大会が宮古市川井で

開催されました。風は強かったものの、前日の雨を吹き飛ばす

ような晴天の中、贈呈式ではグランドゴルフ用具がゆいっこ代

表の藤原慧矢さんから愛好会代表者へ渡されました。早速、

チーム分け。2 チームに分かれて 1～8 までのコースを回り

ます。グランドゴルフ初心者の私たちに、愛好会の方たち

は、マナーやルールを丁寧に指導してくださいました。初

めは上手くコツを掴めず、ボールが遠くに飛ばなかった

り、力の調整が分からなかったり…。しかし、コースを回

りながら「あと、ちょっと」「おしい」「ナイス！！」と自

然に声がかかり、グランドゴルフに夢中になっていまし

た。1 試合目が終わると、次はスタートするコースを変え

2 試合目！時間が過ぎるのがとても早く、あっという間に

感じました。2 試合目が終了し、2 試合の合計スコアの良

い人を発表。表彰式を行いました。上位 3 名にはお米。ホ

ールインワンをした方にはカボチャが贈られました。その

後、昼食を愛好会の皆さんとお話をしながら食べました。

用意していただいた昼食は愛好会の方が作ってくれたも

ので、とても美味しかったです。昼食後は、チームのメン

バーを変え第 3 試合へ。ちょっとだけ疲れが出てきた私た

ちでしたが、愛好会の皆さんは元気。コースを回る途中で

も、練習を欠かしません。グランドゴルフの腕前はその努

力なのですね！3 試合目もあっという間に終わり、ゆいっ

こ杯グランドゴルフ大会終了。愛好会の皆さんは「今後も

大会の開催を期待します!」と言って、帰りのバスに手を

振りながら見送ってくれました。今回のグランドゴルフ用

具の寄付によって、愛好会の皆さんの元気で明るい姿を見

ることができました。今後も大会を企画し、グランドゴル

フを通して皆さんの健康を保ち、元気に生活できることに

役立てていきたいです。＜報告/外澤＞ 

10月 21日に開催された「アクションワ

ークショップ」のお手伝いに参加させて

いただきました。今回は主催の「映画の

力プロジェクト」さんのお仕事の補助を

するような形でした。参加型ワークショッ

プという事で、映画「るろうに剣心」の大

友監督と谷垣アクション監督のお二人

のお話をクロステラスにて聞いた

後、別の会場に移動して実際に参加

者の方々もお二人の指導の元でアク

ション演技を行いました。主なお手

伝いの内容は、参加者に配布する資

料の仕分け・受付場所や会場設営の

お手伝い・クロステラスからの移動

時の誘導等でした。私は受付のお手

伝いをしておりましたが、様々な年

代の方々が来ており、遠くは関東の

方からいらしている方もおりまし

た。また、前の週に行われた「るろ

うに剣心を観に行くでござるよバ

ます。グランドゴルフ初心

者の私たちに、愛好会の
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ツを掴めず、ボールが遠

くに飛ばなかったり、力
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回る途中でも、練習を欠かしません。グランドゴルフの
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ルフを通して皆さんの健康を保ち、元気に生活できること

に役立てていきたいです。      ＜報告/外澤＞ 

いました。初めは上手くコツを掴めず、ボールが遠くに飛

ばなかったり、力の調整が分からなかったり…。しかし、

コースを回りながら「あと、ちょっと」「おしい」「ナイ

ス！！」と自然に声がかかり、グランドゴルフに夢中にな

っていました。1 試合目が終わると、次はスタートするコ

ースを変え 2 試合目。時間が過ぎるのがとても早く、あっ

という間に感じました。2 試合目が終了し、2 試合の合計

スコアの良い人を発表。表彰式を行いました。上位 3 名に

はお米。ホールイン 

映画「るろうに剣心」アクションワークショップ …１０月２１日（日）盛岡市 

◀グランドゴルフの贈呈式 

▼皆で楽しくグランドゴルフ！

少しの距離がなかなか入らな

い。 

▲皆でご飯いただきまーす！ 

後、別の会場に移動して実際に参加

者の方々もお二人の指導の元でアク

ション演技を行いました。主なお手伝

いの内容は、参加者に配布する資料

の仕分け・受付場所や会場設営のお

手伝い・クロステラスからの移動時の

誘導等でした。私は受付のお手伝い

をしておりましたが、様々な年代の

方々が来ており、遠くは関東の方か

らいらしている方もおりました。

また、前の週に行われた「るろう

に剣心を観に行くでござるよバ

らいらしている方もおりました。また、前の週に行われた「るろ

うに剣心を観に行くでござるよバス」と、9 月の「もりキ

ャン」にも参加された、宮古の男の子とお母さんもいら

うに剣心を観に行くでござるよバス」と、9 月の「もりキャン」に

も参加された、宮古の男の子とお母さんもいらっしゃっていま

した。私もお手伝いと言いながらも、両監督のお話を聞いた

り、ワークショップの様子を見させてもらっていたのですが、

映画を見た方はさらに楽しめる内容だと思いました。映画の

プロであるお二人によるとても貴重なワークショップに、参加

者の皆さん楽しんでいる様子でした。新聞紙を使って刀に見

立て、二人一組になって実際のアクション演技をしてみたり、

プロのテクニックの一端をご披露いただいたり、盛りだくさん

の内容で、あっという間に時間が過ぎてしまいました。最後

は両監督からのプレゼントをかけたジャンケン大会と記念撮

影が行われて、ワークショップは終了となりました。今

回は正直あまりたくさんの事をお手伝いしたわけでは

ありませんが、今後も色々な形で活動に参加していけれ

ばと思います。＜報告/千葉＞ 

は両監督からのプレゼントをかけたジャ

ンケン大会と記念撮影が行われて、ワ

ークショップは終了となりました。今回

は正直あまりたくさんの事をお手伝いし

たわけではありませんが、今後も色々

な形で活動に参加していければと思い

ます。          ＜報告/千葉＞ 

▲両監督からのお話。 

▲たくさんの方が来て

くださいました。 

▼アクションワークシ

ョップの様子 



 

支援金をありがとうございました！ 

【支援金総合計】（H24.10.31 現在） 

￥１,723,120 
※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】（H24 年 10 月） 

近藤幸司 様（10/22） 

今回は、10 月 20 日（土）に行われた都南村 20 周年記念事

業「大好き都南まつり」にていわてゆいっこ盛岡の募金箱を設

置し、合計 2,530円のあたたかいご支援をいただきました。本

当にありがとうございます。お預かりした支援金は、ゆいっこ

盛岡の活動の諸経費や交通費、事務所の維持費などに大切に使

わせて頂きます。これからも、ゆいっこ盛岡に無理のない範囲

でご支援のほどよろしくお願い致します！ 

支援金の募集 

ゆいっこ盛岡のボランティア活動を、これからもずっと続け

ていくため、「支援金」のご寄付をお願いします。皆様から

お寄せいただいた支援金は、以下の項目に使われます。 

●ボランティアスタッフが被災地へ足を運ぶためのバス代 

●仮設住宅などの修繕費 

●復興イベント諸経費 

●事務所維持費 

等 

とくにバス代に関しては、片道２時間かかる宮古市への交

通手段を、スタッフの安全を確保する上で不可欠となって

います。私たちの目指す「顔の見える支援」を長く続けてい

くために、皆様の無理の無い範囲でのご協力をお願いして

おります。 

活動記録（H２４年１０月） 

日(曜日) 

７(日) 

１４(日) 

２０(土) 

２１(日) 

活動内容 

●お祭りのお手伝い（宮古市高浜） 

●「るろうに剣心」を観に行くでござるよバ

ス（盛岡市・宮古市） 

●大好き都南まつり（盛岡市） 

●ゆいっこ杯グランドゴルフ大会 

（宮古市川井） 

●映画「るろうに剣心」アクションワークシ

ョップ（盛岡市） 


